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E メールニュース「みやぎの九条」    NO228 

（2016 年 7月 1日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

【お知らせ】 

今年の九条の会つどいは 12 月 4日(日) 

会場 仙台国際センター大ホール   午後 1時より開会 

講師 樋口陽一氏（東京大学名誉教授） 荒川知子ファミリーアンサンブル出演予定 

 

【呼びかけ】 

安保法制廃止みやぎネット賛同募金にご協力ください！ 

賛同者(7/1現在) 個人 745人、団体 195団体、賛同金 353万円 

●前回のニュースで 5.28 県民大集会での「会場募金が少なかったために募金総額で 362万

円と見込みを大幅に割っています。」と発信しましたが、その後皆さまからの協力により

395 万円まで来ました。ありがとうございます。5.28集会までの総経費 399万円に対する赤

字は 4万円まで詰めました。赤字分を解消して活動費として積み増し、安保法制廃止をめざ

して活動を継続していくうえでも引き続き賛同募金を呼びかけています。賛同される個人に

は一口 1000円、団体・組織は一口 3000円、一口以上をお願いしています。 

・賛同金はできるだけ郵便局からの振込でお願します。郵便振替口座は「加入者名：安保法

制廃止みやぎネット」口座番号 02210-1-120436。 

○事務所の所在地及び文書の送り先「安保法制廃止みやぎネット」 

〒980-0804仙台市青葉区大町 1-3-2仙台ＭＩＤビル 6F齋藤信一法律事務所気付 事務局の

通信施設：TEL  080-8206-3511,  FAX  022-358-7259  
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Mail  miyaginet0919@yahoo.co.jp 

ＨＰ http://anpohousei-haishi.jimdo.com/ 

 

みやぎ憲法九条の会 2016年度募金のお願い 

－戦争する国にしない、させないために、今正念場の闘いです－ 

 みやぎ憲法九条の会は会員の皆さまに 2016年度のカンパの訴えをお送りしています。以

下要請文の抜粋を掲載します。 

みやぎ憲法九条の会はこの一年も全県の運動を結ぶ立場で活動して参りました。さる 5月

22 日河北新報掲載の意見広告、5月 28日開催の「安保法制廃止みやぎ県民大集会」への取

組みをはじめ、「安保法制廃止みやぎネット」事務局の核となっての活動におおいに汗を流

したところです。安倍首相は自分の在任中に憲法 9条の明文改憲をめざすと公言しています。

参院選を前に、一時トーンダウンさせてはおりますが、焦点を国民のわかりやすいところに

誘導して支持率を確保し、まずは参院選を制して、本命の改憲に向かうための道を諦めてい

るわけではありません。この情勢に立ち向かうため、みやぎ憲法九条の会は宮城県内九条の

会連絡会とともに取り組んできた街頭宣伝や署名活動に加え、県内 30 万世帯への大判チラ

シ配付、さまざまな単位での学習会や講演会等々、今年度も、一層の手段を尽くして 9条を

中心とする日本国憲法の価値を伝え、拡げるための活動に総力を挙げて参ります。 

みやぎ憲法九条の会の活動はすべて皆さまからのカンパで支えられております。かかる情勢

下でございますので、本年もどうか、格別のお力添えを賜りますようお願い申し上げる次第

です。 

・募金は郵便局からの振込でお願します。郵便振替口座は「加入者名：みやぎ憲法九条の会」

口座番号 02260-8-89149 

 

５．２８安保法制廃止 宮城県民大集会アピール 

私たちの声を国政に反映させ、憲法違反の安保法制を廃止させましょう 

 昨年９月１９日、多くの国民の反対の声を無視し、安保法案が強行採決されました。 

mailto:miyaginet0919@yahoo.co.jp
http://anpohousei-haishi.jimdo.com/
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私たちは、安倍自公政権の暴挙を決して許さないと決意し、安保法制を廃止させるために、あらゆる活

動を続けて来ました。 

安保法案に対し、多くの国民が反対し、８割もの国民が国会での審議が不十分であるとしていました。

こうした中で憲法違反の安保法案を強行採決したことは、民主主義、立憲主義の破壊です。 

安保法制は、集団的自衛権の行使を認め、自衛隊が海外で戦闘行為をすることを可能にするものです。

明らかに憲法９条に違反します。自衛隊が海外で戦闘行為をすることになれば、自衛隊員が他国の人々

を殺傷することになります。また、自衛隊員の生命が危険にさらされます。さらには、日本は戦争を仕

掛けた国として、反撃を受けることになります。テロの標的にされる危険も生じます。 

そもそも、武力で国際紛争を解決することはできません。紛争を泥沼にしてしまうだけです。今の中東

の現状を見れば、このことは明らかです。国際紛争は平和的手段でしか解決できないのです。憲法９条

は私たちにこのことを教えています。 

安保法制が発動されれば、日本はアメリカ軍に、弾薬や燃料を提供しなければならなくなります。日本

は、アメリカ軍が必要とする武器を購入させられたり、アメリカ兵を輸送したりすることになります。

５兆円を突破した防衛費がさらに増大することは明らかです。1000 兆円もの財政赤字を抱える中で、安

保法制は、私たちの暮らしや経済を圧迫することにもなるのです。 

さらに、安倍首相は、自然災害への対応を口実に、憲法を「改定」し、緊急事態条項を創設しようと企

てています。この自民党の緊急事態条項案は、内閣総理大臣の判断で憲法を停止することができ、さら

に、内閣が法律と同一の効力を有する政令を制定できるものです。他の国の例と比べても異常なものと

なっています。立憲主義、民主主義、三権分立が根底から崩されるものであり、許す訳にはいきません。 

今、全国各地で、安保法制の廃止を求める国民の声が高まっています。こうした声が、政治を動かし始

めています。安保法制廃止のために野党の共闘が進んでいます。私たちの声が国政を変えようとしてい

るのです。 

私たちは、立憲主義・民主主義を守り、安保法制廃止を現実のものとするために、ここに集いました。

夏の選挙で、私たちの安保法制廃止の声を国政に届けましょう。安保法制廃止の運動をさらに強め、全

国各地の同じ思いの人々と共同し、憲法違反の安保法制廃止を実現しましょう。多くの県民に、このこ

とを訴えましょう。今年の夏を燃え上がらせましょう。 

 

日本を戦争する国にさせないために      自由と平和を守るために 

                                              2016 年 5 月 28 日 

                              安保法制廃止宮城県民大集会 参加者一同 
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【お知らせ】 

仙台の７月１９日の行動   

安保法制（戦争法）の廃止を求める市民集会！！ 

●参院選後初の「19日行動」です。選挙結果を踏まえて、安保法制廃止への市民の意思を

通行中の市民の皆さんに強く訴えます。多くの方の参加をお願します。 

（日時）7月 19日（火）  １７：３０～１９：００ 

（場所）平和ビル前(東二番町通り) 

（主催）安保法制廃止みやぎネット・野党共闘で安保法制を廃止するオールみやぎの会 

●県内各地でも計画が組まれています。各地の行動に参加しましょう！  

 

◆街頭宣伝 

宮城県内九条の会連絡会の街頭宣伝は毎週火曜日 

「オールみやぎ」は木曜日、「ストップ秘密保護法」は金曜日 

●7 月 12日、19日、26 日の各火曜日 12時から 13時まで。(7 月 5 日は休みます) 

場所 仙台市中央通東二番町角 平和ビル前。 

・「野党共闘で安保法制を廃止するオールみやぎの会」（略称「オールみやぎ」）も毎週木

曜日、昼の 12時と午後 6時に予定しています。 

・「Ｓｔｏｐ！秘密保護法ネットワーク宮城」でも毎週金曜日 12時～13時平和ビル前で署

名活動。 

◆３の日行動  

3 日は澤地久枝さんの提唱「アベ政治を許さない！」Ｄａｙ！！ 

同じポスターを全国一斉に掲げよう 
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・ 毎月 3日は澤地久枝さんが提唱する、「アベ政治を許さない！」統一行動日！ 

・ 午後 1時キッカリに「アベ政治を許さない！」ポスターを掲げましょう。 

・ 今後、毎月 3日午後 1時に繰り返します。 

・  各九条の会のあるその地域、地域でポスターを掲げましょう。 

・  石巻、名取、小牛田などで計画的に取り組まれています。 

 

【報告】 

(報告)みやぎ憲法九条の会の「戦争法の廃止を求める統一署名」数 

みやぎ県内九条の会連絡会集約数は 20,940 筆 

 今回はみやぎ生協分が確定したので合わせて報告します。みやぎ生協の集約数 22,751

筆で合わせてみやぎ憲法九条の会として 43,691筆総がかり行動実行委員会に送付しまし

た。県内の各団体でも同じく取り組まれており、5月 6日時点の集約に九条の会の増加分

21617筆を加算すると全体で 18万 6千筆を超えました。署名は 6月 30日までとなってお

りましたので、まだ手元に抱えている各九条の会ははやめにみやぎ憲法九条の会事務局に

送付してください。 

 

（報告）安保法制（戦争法）の廃止を求める市民集会！！ 

●19日行動市民連絡会・安保法制廃止みやぎネ

ット・野党共闘で安保法制を廃止するオールみ

やぎの会共催で参院選公示前の最後の集会と

して開催された「この夏、市民が政治を変え

る！」と題して 6月 19 日（日）午後 1時より

勾当台市民の広場(仙台市役所前)で行われ、

300人が参加しました。 
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 太鼓演奏で開始、遠藤恵子みやぎネット共

同代表が開会の挨拶、SEALDZs TOUHOKU久道さ

んが若者の決意をのべ「選挙に行こう」呼びか

けました。 

また、野党各党からの挨拶もあり、民進党か

らは桜井充参院議員が参加し、安保法制廃止に

向けて決意を述べました。 

また、この日は沖縄県でも 65,000人が集合し

た県民大会が開催されており、集会実行委員会

からのメッセージが読み上げられました。 

集会終了後ラップのリズムに一番丁をデモ行

進、「安保法制廃止、憲法九条守れ」の声を響

かせ市民にアッピールしました。 

 

 

 

(報告)仙南地区九条の会連絡会 19 日行動 

「いますべきこと！！ 憲法を守り、戦争しない国にする」 

仙南地区九条の会連絡会は 6 月 19 日(日)の 19

日行動を大河原町中央公民館で開催しました。

集会は「いますべきこと！！ 憲法を守り、戦

争しない国にする」と題して行われ 180 人の参

加で会場はいっぱいになりました。みやぎ憲法

九条の会共同代表の河相一成さんと民進党参

議院議員の桜井充さんが招待され挨拶をしま

した。 

 地元大河原町九条の会のメンバーの他、仙南

地域の角田、白石、柴田、村田、川崎、蔵王など九条の会メンバーが参加しました。 
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【県内イベント情報】 

市民みんなでつくる講演会 

「市民みんなで創るこの街の未来、市民が動けば変わるこの国の明日」  

●「あたりまえの幸せ」をみんなで守っていくために 

・日時 7月 2日（土） 18:45開演 

・会場 仙台市福祉プラザふれあいホール 

・内容 ピアノ演奏 平井みどり（仙台市議会議員） 

講演    講師 山中充茂さん（医師 前松坂市長） 

・主催 市民みんなで街の未来を考える会  事務局 022-357-0477 

・参加費  無料 

 

安保 Café 特別企画シンポジウム  「安倍政治を問う」  

●立憲主義、アベノミクス、歴史認識、市民の声 

・日時 7月 3日（日） 15:30～18:30 

・会場 エルパーク仙台セミナーホール（三越定禅寺通館５階） 

・内容 立憲主義を問う   篠塚 康照（東北大学教授） 

アベノミクスを問う 佐藤 裕（東北学院大学准教授） 

歴史認識を問う   鄭 基煥（東北学院大学教授） 

パネルデスカッション  

SEALDｓTOHOKU 安保関連法に反対するママの会宮城、bookcafe火星の庭 

    総合討論 

 

要プロデユース劇団仙台公演  市民劇「仙台空襲－孫たちへの伝言～Ⅶ」  
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・日時 7月 9日（土） 13:30～   16:30～   19:00～の 3回公演 

・会場 ＮＰＯサポートセンター 市民活動シアター 

・作・演出  さとう 要 

・入場料   前売 1,000 円 

・主催 要プロデユース劇団仙台  

・問い合わせ TEL・FAX 022-267-3110 

 

「みんなでつくる歌声広場」  

●生きる喜びを、そして平和への願いをともに、歌い広めましょう。合唱の部、小編成の部等に

エントリーして頂いて発表し、観賞しあいます。 

・日時 7月 10日（日） 10:00～17:00 

・会場 宮城野区文化センター・パトナホール 

・入場料   無料 

・主催 宮城のうたごえ協議会  

・問い合わせ FAX 022-261-5280  070-6616-8277（岡村） 

 

「軍都」仙台の史跡めぐり  

●海外で戦争する国づくりが現実となりつつある今、明治以降の戦跡をたどりながら考えてみま

せんか？ 

・日時 7月 16日（土） 10:00～16:00  

・会場 榴岡公園内 仙台市歴史民俗資料館前に集合 

・参加費 800円（資料代、車相乗り） 

・主催 日中友好協会宮城県連、宮城県平和委員会、宮城県歴史教育者協議会  

・問い合わせ  TEL022-256-2928  FAX 022-256-2958（渡辺 襄） 
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第３１回 反核・平和マラソン 

・日時 7月 17日（日） 10:00～13:00  

・会場 泉区役所から錦町公園まで８㎞ 

・参加費 500円（資料代、車相乗り） 

・主催 2016年反核・平和マラソン実行委員会  

・問い合わせ  TEL022-211-1852  FAX 022-223-1895（芳野哲明） 

 

女性ネットみやぎ４周年のつどい 

講演「原発事故、チェルノブイリ 30年、福島 5年の真実」 

・日時 7月 24日（日） 13:00～  

・会場 仙台弁護士会館４階 

・講師 木村真三氏 

・資料代 300円 

・主催 こどもたちを放射能汚染から守り、原発から自然エネルギーへの転換をめざす女性ネット

ワークみやぎ  

・問い合わせ  TEL・FAX 022-215-3120（本田永久子） 

 

沖縄に学ぶ NO４ 

怒りは限界を超えた－海兵隊の撤退・日米地位協定の改定を－ 

・日時 7月 26日（火）13:30～15:30  

・会場 泉病院友の会ホール(仙台市泉区長命ヶ丘２丁目) 

・講師 阿部 潔弁護士 （仙台中央法律事務所） 

・主催 泉病院友の会 平和の委員会   電話 378-3883 
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映画会「沖縄うりずんの雨」 

●戦争に翻弄されてきた沖縄の近現代史をみつめ、人々の尊厳を伝える。「うりずんの 雨は血

の雨 涙雨  磯の魂 呼び起こす雨」 映画「日本国憲法」のジャンユンカーマン監督作品 

 ＊「うりずん」とは、潤い初めが語源とされ、冬が終わって大地が潤い、草木が芽吹く３月頃

から、沖縄が梅雨に入る 5月位までをさす言葉。沖縄地上戦がうりずんの季節に重なり、

戦後 70年たった現在もこの時期になると当時の記憶がよみがえり、体調を崩す人たちがい

る 

・日時 7月 30日（土） ①10：00～   ②13:30～   ③17:30～ 

・会場 せんだいメデイアテーク７Ｆスタジオシアター 

・参加費 前売り券 一般 1000円、学生 500円(メデイアテーク１Ｆ museumshop6) 

当日売り 一般 1300円、学生 500円  

     中学生以下 無料 

・主催  「テロにも戦争にもＮＯを！」の会 

・電話での予約 022-248-2866 春日  090-7936-3437 須藤 

 

<みやぎ 2016 市民の憲法行事企画>  日韓合意と「慰安婦」問題の今後 

●昨年末、日本と韓国の外相が会談し、「日韓合意」が発表されたとき、韓国の被害女性や支援

団体から強い憤りと批判の声が上がりました。そもそも日本軍「慰安婦」とはどんなこと？ 「日

韓合意」で問題は解決するの？ 被害者が求めているのは？ 私たちは何をすればいいの？ 

・日時 7月 30日（土） 14時 30分～16時 30 分 

・会場 仙台市市民活動サポートセンター６Ｆ セミナーホール 

・講師 池田恵理子さん(女たちの戦争と平和資料館館長) 

・参加費 500円 

・主催  日本軍「慰安婦」問題の早期解決をめざす宮城の会 

・仙台中央法律事務所  090-2023-9076 
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日朝・朝鮮問題学習講演会 

「日本と朝鮮半島、北東アジア 平和と友好への道を考える」 

● 

・日時 7月 30日（土） 13時 30分～16時 00 分 

・会場 東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館）４階 401号室 

・講師 宮垣光雄氏(日朝協会事務局長) 

・資料代 500円 

・主催  日朝協会宮城県支部 

・連絡先  TEL・FAX  022-231-1720（里見） 

 

ジュニア・ロー・スクール ｉｎ 仙台～この夏、キミも，法律家！～ 

●今年も弁護士会では中学生、高校生の皆さんに「法教育」を体験してもらう企画を開催します。

毎年多くの中学生、高校生の皆さんが参加し、法律的な考え方を学んでいます。 

・日時 7月 30日（土） 10時 00分～16時 15 分 

・会場 仙台弁護士会館 ４階 

・対象 宮城県内の中学生、高校生 先着 70名 ＊定員になり次第締め切り 

・プログラム 

   午前中   法教育の授業を受けてみよう！ 

   昼休み   弁護士と楽しく会話しながら昼食をとろう！(昼食は各自持参) 

   午後    模擬裁判で尋問を体験してみよう！ 

・参加費 無料 

・問い合わせ・応募先 

  仙台弁護士会ジュニア・ロー・スクール仙台 2016係  

TEL：022-223-1001  FAX 022-261-5945  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：soumu@senben.org 

専用の応募用紙があります。入手は弁護士会にお問い合わせください。 

mailto:soumu@senben.org
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   ・応募締切 7月 25日(月)必着 

 

こまつ座第 114 回講演 

井上ひさし作 鵜山 仁 演出 「紙屋町さくらホテル」前売り開始 

●1945年 8月 6日の広島への原爆投下により全滅した移動演劇隊「桜隊」の悲惨な歴史をふま

えつつ、演劇人と演劇を愛した庶民たちの受難の歴史が、随所に笑いをちりばめながら上演。 

・日時 8月 6日（土） 14時 00分～ 

・会場 日立システムズホール仙台シアターホール 

・価格 S席 5,800円 Ａ 席 4,800円 Ｂ席 3,800 円 ユース席（25歳以下）2,000円 

・プレイガイド 藤崎、仙台三越、チケットぴあ【Pコード／451-143】、ローチケ．ｃｏｍ【L

コード／21856】。 

◎仙台市市民文化事業団  022-727-1875、イズミテイ２１ 022-375-3101 、 

せんだい演劇工房 10-BOX 022-782-7510  仙台文学館 022-271-3020 

  ＊◎印のところでは電話予約が可能です。 

  ＊ユース席のチケットは仙台文学館のみでの取り扱い 

 

ドキュメンタリー映画「ザ・思いやり」上映会 

●一人のアメリカ人が米軍への“オモイヤリヨサン”の疑問に挑む 

・日時 8月 7日（日） 10:30～  12:30～  14:30～  16:30～  18:30～ 

・会場 せんだいメデイアテーク７Ｆスタジオシアター 

・入場料 前売り 一般 1,000円  中・高・大学生 800円 

・主催  新日本婦人の会宮城県本部 

・連絡先 TEL 022-262-5101  FAX 022-262-5430（佐々木） 

 

パネルデスカッション 
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東日本大震災から 5 年 被災者のくらし 憲法２５条を問う 

・日時 8月 30日（火） 18:00～ 

・会場 アエル６階セミナールーム 

・参加費 無料 

・主催  ナショナルミニマム研究会 

・連絡先 TEL 022-211-7002  FAX 022-211-7004（及川薫） 

 


