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E メールニュース「みやぎの九条」    NO235 

（2016年 9月 30日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

【お知らせ】 

憲法９条を守り生かす、宮城のつどい 2016 

演題「75年前の 12月 8日のことから話しましょう」 

講師 樋口陽一氏（東京大学・東北大学名誉教授）  

●「憲法９条を守り生かす、宮城のつどい」

のチラシを 10月 1日より各九条の会に届

きます。会員(賛同者)の皆さまへもれなく

届けましょう。 

 

第 1部は「日本国憲法をどう生かすか」に

ついて、樋口陽一氏に講演していただきま

す。安保法成立後の今後の動きについても

お話します。 

第 2部はご荒川知子とファミリーアンサ

ンブルによるコンサートです。3年前にも

出演していただき大好評でした。 

日時：2016年 12月 4日（日） 

午後 1時開会、3 時半終了予定 

会場 仙台国際センター大ホール    

地下鉄でお出で下さい。 

託児 300 円、事前に登録してください。  
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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 

●安保法制の廃止を求める県内の共闘組織です。河北新報に意見広告掲載したり、５．28

県民集会、毎月の 19日行動などの活動をしています。 

○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/ 

 

10月 19日の行動   

●仙台の 19日行動(協議中、決まり次第ご案内します) 

●石巻市の 19日行動 

日時 10月 19日（）  16:00～17:00 

場所 JR石巻駅前    主催 石巻市９条の会 

 

◆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 

●毎週火曜日 12時から 13時まで。9月 20、27日、10月は 3、11、18 日に実施します。 

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」の宣伝は 10月 7日(金)、11月 11日(金)の

午後 12時～13時平和ビル前で署名活動。 

mailto:miyaginet0919@yahoo.co.jp
http://anpohousei-haishi.jimdo.com/
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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 

・ 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。 

 

【これからの県内イベント情報】 

「女の平和」ピースアクションみやぎ 講演会 

「安保法制」でどう変わるの 自衛隊？ 

～自衛官だったからこそ言えること、言いたいこと～ 

・日時 10月 2日（日） 13:30～16:00  

・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 

(地下鉄南北線広瀬通駅西 5番出口すぐ) 

・講師  井筒髙雄さん(元自衛官)  

・主催  「女の平和」ピースアクションみやぎ 

・男女を問わずどなたでも参加できます。 

・連絡先 090-5832-6836 

 

憲法九条を世界に・太白区のつどい」２０１６ 

講演「記憶をつなぐ～戦後生まれの作家として」 
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日時 10月 8日(土) 13:30～15:30 

会場 太白区中央センター大会議室３F 

講師 熊谷達也さん(直木賞作家)  

入場無料・誰でも参加できます。 

問合せ先：八本松・郡山九条の会事務局 

  電話 246-1630 

 

 

実践的講座＆デスカッション part１(第 2回) 

安保法制・自民党の憲法改正草案の“肝”の伝え方 

● 改憲勢力が衆参両院で 3分の 2を占めました。私たちの活動も正念場です。こうした中

で私たちは、どんな人に向けて、どこをどう伝えていくのか、知恵を絞らなければなら

ない。こうした観点から、今回は自民党の憲法改正草案や安保法制の肝にしぼり、情勢

を踏まえた実践的学習＆デスカッションを行います。 

・日時 10月 12日（水） 18:30～20時 30分 

・会場 フォレスト仙台５F 501 みやぎ生協集会室 

・チューター 十河 弘弁護士 

・資料代 300円 

・主催  とみや・青葉区九条の会連絡会 

・連絡先 070-6491-8206佐藤、090-7936-3437須藤 

 

 「吉野作造のふるさとを訪ね、民主主義の源流を探る」 

とき：10月 12日（水）9:00～15:30 

ところ：吉野作造記念館～花おりの湯（三本木：入浴予定） 

案内：永澤汪恭氏（「吉野作造通信」発行人） 
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会費：2500円（マイクロバス利用、食事代・入浴料は含まず） 

集合場所＝宮城厚生協会泉病院職員駐車場(仙台市泉区長命ヶ丘 2 丁目 1-1) 

申込み：泉病院友の会平和の委員会  022-378-3883 

 

朗読構成 １９４５年ヒロシマ・ナガサキ「あの日を語りつぐ」、

そして２０１１年フクシマ 

● ちちをかえせ ははをかえせ としよりをかえせ こどもをかえせ  

・日時 10月 15日（土） 14:00 開演 

・会場 日本バプテスト仙台基督教会 礼拝堂(地下鉄北四番丁駅北 2出口) 

・構成 はやかわ ひさし・麦わら帽子の会 

・入場料 300円 

・連絡先 麦わら帽子の会 TEL/FAX 022-234-2834 佐藤美保子 

 

第５回 みやぎ紫金草合唱団コンサート 

●紫金草は、「むらさき花だいこん」と呼ばれている美しい野の花です。この花は日中戦争

の頃、薬学者で陸軍衛生材料廠の廠長だった山口誠太郎さんが種を中国から日本へ持ち帰

り、平和への思いを込めて「紫金草」と名付け、撒き広めました。 今こそ、子どもたち

を平和な世界で育てたい!  みやぎ紫金草合唱団の願いです。 

・日時 10月 30日（日） 13:30  開演(13:00開場) 

・会場 太白区文化センター楽楽楽ホール 

・参加費 大人 1,000 円  学生・障がい者 500円  中学生以下無料 

・主催  みやぎ紫金草合唱団 

・連絡先 岡村朋子（070-6616-8277） 
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浜矩子教授の講師で学習会 

「経済活動は誰のため？ 経済政策は何のため！」 

● 年々増加してきた社会保障給付費と保険料の差を多くの借金で賄っていると政府は

言っていますが、そもそも借金とは何のことでしょうか？財政健全化のためには、本

当に消費税増税しかないのでしょうか？」 

・日時 11月 16日（水） 10:30～12:00(開場 10:00) 

・会場 日立システムズホール仙台シアターホール(仙台市青年文化センター) 

     仙台市青葉区旭ヶ丘 3-27-5 

・講師 浜矩子教授(同志社大学ビジネス研究科) 

・参加費 無料   定員 500人 

・主催  消費税率引き上げをやめさせるネットワーク宮城 

・申込  加藤（宮城県生協連気付） 電話 022-276-5162 FAX 022-276-5160 

 

学習講演会「こんな教科書使っていいの？」 

●今年、全国の中学校の５％で「育鵬社」の歴史教科書が使われ、宮城県内でも仙台二華中、

古川黎明中の２校で使われています。この「育鵬社」歴史教科書は、太平洋戦争を侵略戦争

と認めず、大日本帝国の時代を賛美する内容となっており、中学生に誤った「愛国心」を植

え付けようとするものです。平和な日本と子どもたちの未来のためにも、歴史教科書につい

て、一緒に考えてみませんか。 

日時：11月 16日（水）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 1-1) 

講師：宮教組教科書問題検討委員会 

主催： 泉病院友の会平和の委員会  022-378-3883 
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【各九条の会等の活動報告】 

「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。 

 

(報告)仙台の９月１９日の行動 

ＳＴＯＰ! 安保法制・戦争する国づくり ９．１９市民集会 

昨年、参議院で安保法制が強行採決され

てから一年目の 9月 19日(月)仙台市青葉

区元鍛冶丁公園で開催された市民集会に

は 550人の市民が参加しました。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、安保法制の廃

止を求める女性議員・元議員有志の会が共

同して開催しました。野党各党の代表のあ

いさつ、横湯園子さん(「女の平和」レッ

ドアクション提唱者)、泥憲和さん(元自衛

官・防空ミサイル部所属)のゲストトーク、参院選後最初に結成された 

栗原九条の会の代表などより、安保法制廃止、憲法九条を守る闘いを 

粘り強く進めようと呼びかけられました。 

 安保法制の廃止を求める女性議員・元議員の会のみな

さんがリレートーク最後に登場、女性議員の会は県内女

性議員の半数を超える女性議員が結集している。生活に

密着した、女性らしい細やかな感性での宣伝活動を一緒

元自衛官の泥憲和さん 
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に行い、県民、市民に安保法制の危険性訴えてきた。今後も党の違いはあっても・戦争のな

い平和な暮らしを共同して訴えたい挨拶し、満場の拍手をもらいました。参加者より寄せら

れた会場募金は 114,480 円でした。 

 集会終了後、公園からセント会館までアピール行進しました。(篠原) 

 

戦争法廃止！ 大崎ｄｅｍｏ大集会 

9月 19日古川あさひ中央公園で第 212回「アベ政

治を許さない！大崎 dem 大集会」が８０名の参加で

開催されました。 

  集会代表の只埜さんからは、「戦争法の採決強行

から１年、 今、野党がばらばらでは政治は変わら

ない、ということが７月の参議院選挙で明らかにな

りました。野党は更なる共闘の強化、私たち市民は

共同を大いに広げて広げまくりましょう」と呼びかけられました。 

   元鹿島台町長の鹿野文永さん、新婦人の会古川支部の方、こごた９条の会の方、安保

法制反対大崎議員の方、大崎栗原教職員９条の会の方が発言されました。集会後いつも

のように「戦争するな 9条守れ」「賛成議員は落選させよう」「野党は共闘」などと会

場周辺をアピール行進しました。マンションの高層階からいつも応援してくれる女性は

今回デモ参加、ラーメン店の子どもたちが声援してくれました。 

アベ政治を許さない！大崎 demo金曜行動実行委員会(只埜斉) 

 

(報告)石巻 9条の会スタンデイング 

 石巻９条の会は 9月 19 日（月・祝）の午後４時か

ら５時まで、石巻駅前でスタンデイングを行いました。

参加者は３０名で、市民の注目をひきました。これか

らも１９日にはやります。石巻９条の会 髙橋 
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(報告)青年 9条の会「KIRAKIRA☆9」9月までの活動 

●『1万人対話プロジェクト』と称して 2015年 9月

から参議院選挙直前の 6 月まで、ほぼ毎週の対話宣

伝に取り組んできました。安保法制に反対の人とも

賛成の人とも一回一回の対話がとても長くて、お互

いに「どうして賛成してるのか」、「どうして反対

してるのか」理解を深めることができたし、私たち

はどういうアプローチをしていく事が必要なのか、

考えるヒントがたくさんありました。最終的には約

450人と対話する事ができました。 

参議院選挙中には、T-nz SOWL（安保法制に反対する高校生のグループ）、SEALDs TOHOKU

と一緒に GO VOTE!（選挙に行こう）デモを企画し、約 30人の参加でアピールしました。（写

真上） 

参議院選挙後は、宣伝とスタンディング行

動、KIRAKIRA☆9で作成したパンフレット

を街中のカフェに置いてもらう『カフェパ

ンフ行動』に月 1回取り組み、市民の方々

が気軽に活動に参加できるような工夫を考

えながら活動を続けています。（写真→） 

9月 25日には『やきにく交流会』を開いて、

この間の活動の報告と今後の活動の提案も

行いました。 

11月 23日（祝）には南スーダンへの自衛隊派遣で、安保法制の適用に反対する「武器で平

和はつくれない！パレード」を予定しています。 

県内の青年 9条の会とも連携をとりながら市民活動を大きく広げ世論を作っていくために

ひきつづき頑張ります！以上です。KIRAKIRA☆9の岩渕彩子 

以上 


