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「みやぎの九条」NO１６１             2013年 12月１日号

E メールニュースみやぎ憲法九条の会

特定秘密保護法の衆議院通過に抗議！

廃案しかありえません。抗議のチラシ撒きにご参加を！

11月 26日、衆議院は自公みんなの党の三党で「特定秘密保護法案」を衆議院

で強行可決しました。国民、マスコミが指摘する疑問点は解決されていません。

参議院でも強行突破する構えです。

衆議院では自民党の村上誠一郎議員が退席棄権、みんなの党の井出庸生・林宙

紀の両議員が反対をしました。

一層強い要請行動が求められています。

1. 署名活動。「特定秘密保護法反対」と「集団的自衛権行使の法案反対署名。

11月 10日の「憲法 9条を守り生かす宮城のつどい」で提案した署名活動は

急速に広がり、11月 29日現在 1861筆になりました。九条の会別の集計は

当初していませんでした。その後分かる範囲では。坂病院 640 筆、こごた

115筆、折立 51筆、名取 25筆、石巻 20筆などとなっています。

  11月 29日、第一次分として 1861筆を安倍首相に送りました。

  署名活動は 12月 6日までは続けます。手元の署名簿をお送り下さい。

  署名簿が必要な方はみやぎ憲法九条の会事務所にあります。ご請求下さい。

2. 仙台市の繁華街でのチラシ配布活動

  宮城県内九条の会連絡会として、毎週火曜日か木曜日に仙台市一番丁フォ

ーラス前でチラシを配布しています。11月 28日で四回目。４回合計で 60
名が参加し、合計 2700 枚のチラシを配布しています。この活動は 12 月 6
日の国会会期末まで続けます。次回は 12月 3日（火）12時～13時です。

参加可能な方はぜひご参加下さい。

12月 6日は「会期末に当ってのチラシ」を作成して配布します。参加でき

る方はどうかご参加下さい。

3. 国会議員へ要請と抗議のファックスを送りましょう。

  国会議員へ、特に今は参議院議員への要請活動が重要です。宮城県選出及

び関係する参議院議員の名前とファックスは以下のとおりです。

  桜井充 03-6551-0512 愛知治郎 03-6551-0623 熊谷大 03-6551-0423
和田政宗 03-6551-1220 高階恵美子 03-6551-0714 中野正志 03-6551-0709

  紙智子 03-6551-0710 大門みきし 03-6551-1203 若松謙維 03-6551-1207

参議院での特定秘密保護法案廃案まで頑張りぬきましょう！
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（これからの企画）憲法九条将監の会結成 7周年記念のつどい

「消費税増税と憲法」と三線弾き語りの会

憲法九条将監の会は結成 7周年を記念して以下のつどいを開催します。

将監地域に限らず他地域の方々もどうぞ！

日時 2013年 12月 1日（日）13時半～15時半

会場 将監市民センター第 1･第 2会議室

講演「消費税増税と憲法」  河相一成さん（東北大学名誉教授・将監在住）

音楽・三線演奏 喜久地正光さん （青葉区芋沢在住）

主催 憲法九条将監の会

問合せ 山田（022－218-5022）または高橋（022－372-9658）まで

（これからの企画）2013年日本軍「慰安婦」問題を考えるパネル展

女性の人権 過去そして今･･･

日本軍「慰安婦」問題の早期解決をめざす宮城の会は 2013 年の企画として

Wam(女たちの戦争と平和資料館)から借りた資料を展示するパネル展を開催し

ます。

日時 213年 12月 3日（火）～8日（日）（8日は午後 4時で終了）

会場 エルパーク仙台展示ギャラリー（５F）
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 〒980-0811 仙台市青葉区国分町 1-3-20
     ℡090-2023-9076 090-7799-4296

（これからの企画）ハリウッドの赤狩りと映画「ローマの休日」

今年、ＷＯＷＯＷで放映されたドキュメント映画「ハリウッドの赤狩りとアカ

デミー賞」60分を上映しながら話し合います。

日時 2013年 12月 6日（金）13時半～16時

会場 仙台市中央市民センター第二セミナー室

アカデミー賞に輝いた『ローマの休日』。その背後でどんなコトがあったのか？

陰謀との闘いを画きます。

資料代 300円

連絡先加藤携帯 090-3349-6849
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（これからの企画）片山杜秀映画音楽講座「團伊玖磨・芥川也寸志・黛敏

郎三人の仕事」（1958年公開映画「炎上」の映画会）

日時 2013年 12月 8日（日）13時～

会場 右岸の羊座 仙台市若林区南小泉 4-1-11 電話 022-353-9071         

入場料 1000円

慶応義塾大学教授の片山杜秀さんが考える三人の仕事についての論評

その後「炎上」を上映します。

チケットはプレイガイドか桜井薬局セントラルホール

（これからの企画）戦争を語り継ぐ「戦争体験を聞く会」

貴重な戦時体験が聴けます。知りましょう、戦争の実態を！

日時 2013年 12月 14日（土）13時半～

会場 フォレスト仙台 2階第 7会議室

講演① 後藤東陽さん（写真家・みやぎ憲法九条の会代表）

講演② 中森孜郎さん（宮教大名誉教授・みやぎ教育文化研究センター代表

委員）

共催 仙台市教職員組合女性部・仙台の子どもと教育をともに考える市民の会

連絡先 仙台市教職委員組合 022-271-8290 ファックス 022-234-3481

（これからの企画）受講生大募集！高校生公開授業 今年もやります！

宮沢賢治作品水仙月の四日を読む

一般財団法人宮城県教育会館みやぎ教育文化研究センターが主催。宮沢賢治の

作品に一緒に分け入ろう！

日時 2014年 1月 12日（日）13時半～16時半

会場 フォレスト仙台２Fホール

講師 三上満さん（金八先生のモデル）

受講料･参加費は無料。高校生定員 40名。

先着順に受付、定員になり次第終了

高校生以外でも歓迎、周りから参観してください。

参加申し込み・問い合せはみやぎ教育文化研究センター

   ℡022-301-2403 ファックス 022-290-4026



4

（報告）みやぎ憲法九条の会が世話人会で「訴え」を採択、記者会見で発表

特定秘密保護法と集団的自衛権の行使容認を許さない

みやぎ憲法九条の会は 10月 30日の世話人会で、「特定秘密保護法と集団的自

衛権の行使容認を許さない」という「訴え」を採択しました。みやぎ憲法九条

の会が 2006年に発足してから 6つ目のアピール・声明・訴えになります。

11月 13日（水）に県庁の県政記者クラブで記者会見をして明らかにしました。

記者会見と『訴え』は河北新報などに取り上げられました。

（下は県内九条の会のチラシ配布活動です。）

  
横幕を掲げての宣伝。足を止めて      配布活動の様子

横幕に見入る人も少なくありません。

（報告）加茂九条の会 学びの集い（第 27回）に 60人参加！

加茂九条の会の学びの集いが 11月 24日、加茂市民センターで開かれました。

今回は、日本キリスト改革派仙台教会牧師の吉田隆さんにお願いして、「平和に

生きる権利―平和的生存権の意義」という題でお話をしていただきました。吉

田さんは、憲法前文の「平和に生きる権利」や九条の平和主義を詳しく解説し

ながら基本的人権の大切さを説き、また、自民党の「憲法改正草案」にある基

本的人権を蔑視する見解を厳しく批判しました。平和的生存権は、民主政治が

時に誤った場合でも主張できる普遍的な権利であること、平和とはいのちを大

切にすることであり、このことと人権は不可分の関係にあることを分かりやす

く解説しました。また、名古屋高裁の自衛隊のイラク派兵を違憲とした判決と、

最高裁の百里基地合憲判決を比較しながら、平和に生存する権利は決して侵さ

れない具体的な権利であることを強調しました。

集会には日曜日にも関わらず 60人近くの参加者があり、最近の改憲情勢や秘

密保護法可決の緊急性を反映して講演後の質疑、討論も活発に行われました。

今の情勢を見ればじっとしていられない、何かしなければいけないと感じてい

るとの意見もありました。カンパも 25000円あまり集まりました。
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（報告）沖野九条の会で憲法学習会

特定秘密保護法を学ぶ。

沖野九条の会は 11月 22日に学習会を開催しました。11月 16日、東京の『九

条の会』が全国討論･検討集会を開催しました。全国討論･検討集会には全国か

ら 600名が参加、宮城県からも 10名が参加しました。

沖野からこの集会に参加した富田さんが会の様子を報告。特にお互いに情報

を交流して、勉強し合い、活動の幅が広がっていることを報告しました。

参加者の一人田中さんは郡山で 3･11を体験、その後米沢市に逃れました。子

ども二人の将来を考えて仙台に避難してきています。その経験を述べつつ、夫

との意見も対立もあったそうです。原発事故は先が見えない中で住民を苦しめ

ています。原発問題、憲法 9 条問題、特定秘密保護法問題も為政者・政府の道

理に合わない、かたくなな姿勢が問題だと話し合いました。

  

九条の会の集会報告をする富田さん 特定秘密保護法の危険性を話佐藤修司さん
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（報告）白石九条の会「平和のための戦争展」に 130名集まる！

白石九条の会は 10月 11日～13日まで「平和のための戦争展」を開催。

130名が集まりました。

11日 ①甲羽良平さん「シベリア抑留体験の話」

   ②ＤＶＤ「ヒバクシャ～世界の終わりに～」（鎌仲ひとみ監督）

12日 ①井上ひさしさんの紙芝居「けんぽうのはなし」

②丑田鉄也さんの「朝鮮からの引揚体験記」

③ＮＨＫﾋﾞﾃﾞｵ「果てしなき戦線の拡大」

13日 ①佐藤愿さん「こどもの目に映った軍国主義」

②ＤＶＤ「日本国憲法」の上映

・ チラシは 3000枚配布。中高生向けも作成

・ ポスター30枚

・ 展示コーナー：川井貞一元市長も激賞！戦時中の武器や生活の展示。『常設

したいですね！』

・ 「戦場を恐れぬ人づくり」「出征」「銃後の生活」「原爆投下とヒロシマ・ナ

ガサキの惨状」などなど

・ 実行委員のみなさんおつかれ様でした！

会場の入り口に大きな横看板         展示コーナーには沢山の人が

「日本国憲法」の上映            実行委員のみなさん
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今号より、安倍内閣の政治課題の中心に据えられている「教育再生」問題を取り上げ、中

森孜郎先生に書いていただきます。10～15回シリーズです。ご期待下さい。

中森孜郎先生は 1926年生。愛媛県出身。宮教大名誉教授。

安倍政権は「教育再生」の名のもとで、

教育をどのように変えようとしているのか（１）

2013 年 10 月 1 日               宮城教育大学名誉教授 中森孜郎

１．憲法と教育は不可分の関係

安倍政権は今、憲法「改正」の動きを強

めると同時に、首相直轄の教育再生実行会

議を中心に教育改革プランの作成を進めて

います。

憲法と教育との関係を歴史的に振り返っ

てみますと、明治政府が大日本帝国憲法を

定めて近代国家としての形を整えたのが明

治２２年ですが、その翌年に教育の拠りど

ころとなる教育勅語が発布されています。

そして、アジア･太平洋戦争が敗戦に終わっ

て、１９４６年の翌年に教育基本法が制定

されています。

なぜそうのか、考えてみますと、憲法は

その国家の基本的な成り立ちとその理念を

定めたものですが、それを定めたからと言

って、国民一人ひとりの意識が、その憲法

に見合ったものにならなければ、折角定め

た憲法も「絵に描いた餅」になりかねない

からです。

明治１９年に小学校･中学校･帝国大学･

師範学校の制度を確立した森有礼初代文部

大臣は役所への往復の人力車の上で、道を

歩く人びとを見ながら、この人たちが、自

分は日本国民であるという自覚を持つよう

にするにはどうすればよいかを、いつも考

えめぐらしていたというエピソードがあり

ます。

そして、教育勅語を中心とする学校教育

を通して、子どもたちを「忠君愛国」の国

民道徳で教化（イン・ドクトリネーション）

し、「富国強兵」政策を推し進め、日清戦争･

日露戦争・アジア太平洋戦争と戦争を重ね

ていくことになったわけです。

敗戦によって私たちは、現行の日本国憲

法を手にし、教育は国家に対する義務では

なく、憲法２６条によって、基本的人権の

一つと定められたわけです。しかし、それ

ばかりではなく、教育基本法全文は、「われ

らは、さきに、日本国憲法を確定し、民主

的で文化的な国家を建設して、世界の平和

と人類の福祉に貢献しようとする決意を示

した。この理想の実現は、根本において教

育の力にまつものである。」という一文で始

まっています。

このように見てきますと、教育のあり方

は基本的に憲法によって方向づけられなが

ら、教育は、良きにつけ、悪しきにつけ、

憲法を活かす積極的な働きを持っていると

いうことが、よくわかります。

その意味で、今、安倍政権が「教育再生」

の名のもとに推し進めようとしている教育

改革の本質を、安倍政権が進めようとして

いる憲法「改正」の本質との関係で深くと

らえていくことが大切だと思います。そこ

で、安倍政権が進めようとしている教育改

革の問題を考える前に、改憲の要点につい

て触れておくことにします。

（以下次号）


