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E メールニュース「みやぎの九条」    NO231 

（2016年 8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 

 

宮城県内九条の会連絡会総会＆記念講演開催 

「戦争法廃止・９条改憲阻止への新局面と私たちの課題」 

●みやぎ県内九条の会連絡会総会を開催します。 

九条の会事務局より小澤隆一さんをお迎えして記念講演会を開催します。講演会は各会

の代表に限らず、どなたでも参加できます。県内各九条の会より大勢の方が参加して、参

議院選挙の結果の見方や活動への示唆をいただき、今後の運動をどう築いていくか、みん

なでご一緒に考えませんか？ 

日時  8月 28日（日）   場所  フォレスト仙台２F ホール A 

第 1部 講演（13:30～15:00） 

講師  小澤隆一さん（慈恵会医科大学教授＝政治学・憲法学）、九条の会事務局 

参加費 300円（会場費、資料代に充当します。） 

第 2部 連絡会総会(15:00～16:30) 

主催  宮城県内九条の会連絡会 

連絡先 みやぎ憲法九条の会 tel 022-728-8812  FAX 022-276-5160 
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参議院選挙の結果により改憲勢力が衆参で 3分の 2を確保しました。憲法違反の安保法制

廃止・憲法改悪阻止への道のりはさらに険しさを増しています。一方で、３２の一人区すべ

てで野党と市民の統一候補が実現し、１１の選挙区で安保法制廃止を掲げる候補が当選しま

した。前回、３年前の選挙では野党の２勝２９敗でしたから大きな前進とも言えます。講演

ではこうしたことを総合的に見て、悲観せずまた、楽観せず活動を進めていく視点を示唆し

ていただきます。 

この選挙期間中・選挙後の各種世論調査でも、国民は改憲を求めておらず、とりわけ 9

条への国民の支持は揺らいでいません。それでも与党および改憲勢力に一票を投じる有権者

が少なくない現実を真摯に受け止めつつ、平和とくらしを守りたいと願う幅広い国民の結集

を図かるため、創意ある運動の展開が必要です。 

覚悟をもって新たなスタート点に立ちたいと思います。 

 

安保法制廃止みやぎネット 

賛同者(7/15 現在) 個人 754 人、団体 195 団体、賛同金 367万円 

○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

連絡先：TEL  080-8206-3511,  FAX  022-358-7259  

Mail  miyaginet0919@yahoo.co.jp 

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

仙台の８月１９日の行動   

安保法制（戦争法）の廃止を求める街頭宣伝！！ 

●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）8月 19日（金）  １７：３０～１９：００ 

（場所）平和ビル前(東二番丁通り) 

（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 

mailto:miyaginet0919@yahoo.co.jp
http://anpohousei-haishi.jimdo.com/
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●報告 安保法制（戦争法）の廃止を求める街頭宣伝に 30人参加！！（7/19） 

参院選後初の「19日行動」を平和ビル前(東二番丁通り)で夕方 5時半～7時までの時間で

街頭宣伝を行いました。宣伝には九条の会会員やオールみやぎの会メンバーが交代で 30名

を超える方が参加、通行中の市民の皆さんに安保法制廃止を強く訴えました。 

 

【呼びかけ】 

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 
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【お知らせ】 

◆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 

●各火曜日 12時から 13 時まで。8月 2日、9 日、16 日は休み、23 日のより再開します。 

場所 仙台市中央通東二番丁 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。 

●毎週火曜日の街頭宣伝を再開しました 

選挙期間中は休んでいた街頭宣伝を 7月 12日よ

り早速再開しました。26 日には 1時間で 400枚の

チラシを配布、選挙前よりも受け取りが良くなっ

ています。 

 

 

◆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 

・ 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。 

・  各九条の会のあるその地域、地域でポスターを掲げまし 

・  石巻、名取、小牛田などで計画的に取り組まれています。 
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【報告】 

(報告)「戦争法の廃止を求める統一署名」数     全国では 1350 万筆（6/30 現在） 

みやぎ県内九条の会連絡会集約数は 45,736 筆 

みやぎ憲法九条の会に寄せられた署名数は 7月 29日現在、みやぎ生協分の 22798筆を

合わせて 45737筆となりました。6月 30日以降届けられたものは順次総がかり行動実行

委員会に届けています。総がかり行動実行委員会では秋の臨時国会に提出するとしていま

す。 

 

【県内イベント情報】 

２０１６年白萩中央支部講演会 

「立憲主義を取り戻すために私たちができること」 

●情勢が目まぐるしく変わっています。参議院選挙の結果によって日本の未来はどうなるのでしょ

うか。憲法九条を守る首長の会会長川井貞一さんのお話を聞き、私たちはどうしたらいいのかを考

えましょう。 

・日時 8月 3日（水） 10時 00分～12時 00分 

・会場 仙台市生涯学習支援センター（パルシテイ仙台）第 1音楽室（５Ｆ） 

    電話 022-295-0403 

・講師 川井貞一さん（憲法九条を守る首長の会会長 元白石市市長） 

・主催  白萩会中央支部 

 

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」 

●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。 
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・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 

 

第７回しばたまち「平和の祭典」 

「地球のステージ」 

●タイ－カンボジア国境の難民キャンプを皮切りに、現在はパレスチナや東テイモールで医療支

援活動を続けている医師・桑山紀彦氏が世界の出来事をライブ音楽と大画面の映像やスライド、

語りでお届けするコンサートステージ 

・日時 8月 6日（土） 13:30～15:30   

・会場 槻木生涯学習センターホール 

・入場料 無料 

・主催  柴田町平和の祭典実行委員会 

・問合せ 柴田町まちづくり政策課 02245-54-2111  

  ・同所にて 8月 4日（木）～6日（土） 9:00～17:00 原爆パネル展開催 

 

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～ 
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・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） 

 

憲法ってなにっしゃ Ｐａｒｔ37・映画上映会 

「火垂るの墓」 

●～昭和２０年、夏。ぼくと妹は、ふたりぼっちになった～ 太平洋戦争末期。神戸に暮らす清

太と節子の兄妹は空襲で親も家も失ってしまう。親戚の家に身を寄せたものの、邪魔者扱いされ

た二人は、大人の力を借りずに防空壕で暮らすことを決めた。１９９８年公開、原作野坂昭如さ

ん。監督高畑勲さん。 

・日時 8月 21日（日） 13:30～15:30 

・会場 仙台市加茂市民センター２階研修室 

・参加費  無料 

・主催  ９条を守る加茂の会 

・問合せ先 油谷重雄 TEL 022-387-5765  

 

『はだしのゲン』鶴ヶ谷地域上映会 

●戦後７１年目の夏を迎える今、改めて原爆の悲惨さとその中でも健気に前向きに生きて行く姿

を描いた「はだしのゲン」をみてみませんか？ 

・日時 8月 21日（日） 前篇 10:30～12:00（開場 10:00） 後編 14:00～15:30（開場 13:30） 

・会場 みやぎ生協鶴ヶ谷店２階ホール 

・参加費  無料 どなたでも参加できます 

・主催  鶴ヶ谷地域九条の会 

・問合せ先 篠原富雄  携帯 090-8780-8091  
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「環境と健康について考える市民勉強会」 

新しい健康リスク要因としての電磁波 

●この半世紀で 6倍に増えた電気よりの電磁波、身近な電磁波の健康影響について考えてみませ

んか。 

・日時 8月 25日（木） 18:30～20:30 

・会場 名取市市民活動支援センター（２階 大会議室） 

     名取市大手町五丁目 6-1（JR 名取駅西口より徒歩 10分） 

・講師 北條祥子氏（尚絅学院大学名誉教授、早稲田大学応用脳科学研究所「生活環境と健康研

究会」代表） 

・参加費  無料  

・問合せ先 名取の環境を守る会 080-1672-2650（今野） 

名取変電所と健康を考える会 0900-7332-0352（三浦） 

 

2016市民憲法行事参加企画 憲法 25 条を問う学習講演会 

アベノミクスと劣化する社会保障＆最低賃金と労働組合の役割 

●第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 

 ２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努

めなければならない。 

・日時 8月 30日（火） 18:00～ 

・会場 アエル６階セミナールーム 

・講師 「アベノミクスと劣化する社会保障」 日野秀逸氏（東北大学名誉教授） 

    「最低賃金と労働組合の役割」    山田忠行氏（弁護士） 

・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） 
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「しあわせの木」ＣＤ発売記念 

荒川知子ファミリーアンサンブルコンサート～すてきな音楽家とともに～ 

●障害を乗り越え、世界に輝けリコーダーの響き。ファミリーアンサンブルとプロフェッシャル

な音楽家を迎え、多彩なサウンドを繰り広げるスペシャルコンサート 

・日時 9月 4日（日） 13:30～ 

・会場 東北大学川内萩ホール（地下鉄東西線 国際センター駅出口から徒歩３分） 

・入場料 一般前売り   2800円（当日 3000円）  

     小中学生前売り 2300円（当日 2500円） 

・チケット販売 仙台市内プレイガイド 

・主催  荒川知子ファミリーアンサンブルコンサート実行委員会 

・問合せ コンサート実行委員会事務局（丹野）080-8219-1466 

 

２０１６ 呑 牛 忌 

・日時 9月 11日（日） 11:00～14:00 

・会場 登米市登米町公民館 

・参加費 1,000円（昼食代含む） 

・主催  佐藤三千夫記念館 

・連絡先 TEL・FAX 0220-52-3938（工藤保之） 

 

栗原九条の会（仮称）設立総会＆鹿野文永さんの講演 

・日時  9月 11日（日） 14:00～ 

・会場  栗原文化会館２階研修室（栗原市築館高田 2-1-10 TEL0228-23-1234）  

・講師  鹿野文永さん（憲法九条を守る首長の会副会長、元鹿島台町町長） 

・参加費 無料 
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・主催  栗原九条の会（仮称）づくり世話人会 

・連絡先 鈴木健三 080-6019-2932 

 

婦人民主クラブ創立 70 周年記念 講演と音楽のつどい 

講演「戦争をとめよう 心の安心 いのちの安全を」 

・日時 9月 19日（月・祝） 14:00～16:00 

・会場 エルパーク仙台ギャラリーホール 

・参加費 1,000円 

・主催  婦人民主クラブ宮城県支部協議会 

・連絡先 TEL・FAX 022-211-8911（奥山悦子） 

 


