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E メールニュース「みやぎの九条」    NO237 

（2016年 11月 1 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 樋口陽一さん（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」

実行委員会は10月26日(水)に会場の国際

センター事務局との打ち合わせを行いま

した。地下鉄東西線の開始に伴い、会場ま

での参加者の導線が変化し、案内人の配置

を前回と変えること、ホールの使い方等を

確認してきました。参加者 1400人を目指

して頑張りましょう。第 2会場も準備して

います。 

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。  

託児申込み 電話 022-728-8812  FAX 

022-276-5160 
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仙台の１１月１９日の行動 

自衛隊を戦場に送るな！・憲法９条を守れ！ 11.19市民集会 

●南スーダンは今まさに戦場です。政府はこの秋

に交代する部隊に安保法制にもとづく、「駆けつ

け警護」や「宿営地共同防護」などの新任務を付

するように準備中です。つまり、危険な戦闘行為

に参加することになります。これには東北方面隊

第 9師団(青森市)の派遣が予定されています。 

（日時）11月 19日（土）  11:30～12:00  

集会終了後 アピール行進します。 

（場所）元鍛冶丁公園(三越デパート近く) 

（主催）野党共闘で安保法制を廃止するオールみ

やぎの会、 022-393-6223 

安保法制の廃止を求める女性議員・元議

員有志の会宮城、090-8920-5555 

宮城県内九条の会連絡会、022-728-8812 

戦争政策反対宮城県民連絡会 022-234-1335 

 

●石巻市の 19日行動 

日時 11月 19日（土）  16:00～17:00 

場所 石巻工業高校前蛇田交差点 

主催 石巻市９条の会 
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◆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。11月は 1､8､15、22、29日、12月は 6、13、20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 11月 11日(金)の午後 12時～13時

平和ビル前で署名活動。 

 

3 日は澤地久枝さんの提唱「アベ政治を許さない！」Ｄａｙ！！ 

・ 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】 

(1日のみのイベント) 

日本国憲法公布 70周年記念 

日本国憲法誕生の意義を語るつどい 

●来る 11月 3日(木祝)は日本国憲法公布 70年目の記念日にあたります。世界に類例のない

この輝かしい日本国憲法は先人たちのどのような奮闘があって誕生したものなのか、その

一端を探り、今こそ大いに語り合い、誕生の歴史的意義を改めて確認することが重要です。 

・日時 11月 3日（木祝） 13:30～15:30  
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・会場 片平市民センター３Ｆ(第一会議室) 

・内容 リレートーク 

「日本国憲法と吉野作造・鈴木安蔵・鈴木義男」 

 永澤汪恭さん(『吉野作造通信』を発行する会) 

 「吉野作造の生存権思想と実践」下郡山徹一さん(南小泉蒲町校区 9条の会) 

 「憲法前文に誘われて」  須藤道子さん(「テロにも戦争にもＮＯを！」の会) 

・参加費  200円 

・主催  吉野作造を偲ぶ朗読会、『吉野作造通信』を発行する会 

・連絡先 永澤汪恭(TEL・FAX 022-229-0534) 

 

ライブ文学館 

「方言を味わう、方言から考える～『吉里吉里人』の世界」 

●ライブ文学館は朗読で文学作品の魅力を味わっていただく企画で、今回は、井上ひさしの

代表作『吉里吉里人』をテーマに、朗読と井上作品の今日的意味を考えます。小森陽一先

生も出演します。 

・日時  ２０１６年１１月４日（金） 18:30～ (18:00 開場)   

・会場  宮城野区文化センターパトナシアター（仙台市宮城野区五輪２丁目１２－７） 

・内容・構成 

第一部 井上ひさし『吉里吉里人』より「第二章：俺達(おらだ)の国語ば可愛(めんご)

がれ」朗読  出演：ウィリーささき。（日本朗読検定協会認定プロフェッサー） 

・第二部 対談「吉里吉里語から考える地方の姿」 

     出演：赤坂憲雄（学習院大学教授）、小森陽一（東京大学大学院教授） 

・入場料 ２，３００円 ＊全席指定 

・プレイガイド 藤崎、仙台三越、仙台文学館、ｲｽﾞﾐﾃｲ 21、日立システムズホール仙台  

 ・お問い合わせ 仙台文学館 仙台市青葉区北根 2-7-1  022-271-3020    
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２０１６ 子どもの未来をひらくみやぎ教育のつどい 

●子どもと教育について、様々な立場から語り合う市民のつどい 

・日時  ２０１６年１１月５日（土）・６日(日) 

・会場  フォレスト仙台 

・内容 

5 日 ・開会行事・道徳学習会 (9:30～) 

・テーマ別分科会(10:45～) 

・記念講演 (15:00～) 

「教育における格差と貧困～奨学金とブラックバイト」 

講師 大内裕和さん(中京大学国際教養学部教授 教育学・教育社会学) 

6 日 ・教科別分科会・実践講座(9:30～) 

 ・参加費 一般 500 円、学生 無料 

 ・主催  一般財団法人 宮城教育会館 

 ・問合せ 2016 みやぎ教育のつどい実行委員会事務局 022-234-1335 

 

第２７回反核医師のつどい ｉｎ宮城 

●震災・原発事故から５年、被災地に寄り添い考える、核廃絶・脱原発を 

・日時  ２０１６年１１月５日（土） 14:00～18:00 

・会場  東北大学医学部 艮陵会館(青葉区広瀬町 3-34 022-227-2721) 

・記念講演 「核廃絶の国際的世論と核保有国の動向」－北東アジアの非核地帯化に触れ

て－ 

 (14:30～)  講師 美根慶樹さん(平和外交研究所代表) 

・特別講演「核の妄想～なぜ日本人は核を受け入れたのか～」 

  (16:45～)  講師 セシル・浅沼＝ブリスさん(フランス国立科学研究センター北アジ 

ア地域事務所副所長) 
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 ・主催 核戦争に反対する医師の会「第 27回核戦争に反対し、核兵器の廃絶を求める医師・医学

者のつどいｉｎ宮城」実行委員会 

 

深読み！「自民党改憲草案」学習＆デスカッション 

あなたならどうする？「改憲草案の“肝”の伝え方」 

●改憲勢力に抗するために、憲法審査会が動き始めた今、私達に求められていることはさま

ざまな人たちと「対話」する力。だれに、何を、どう伝えるか、一人ひとりが憲法の語り

部となってわかりやすくポイントを捉えて伝えられるように腕を磨きあいましょう。 

 ・会場  各回ともフォレスト仙台５F 501会議室 

 ・時間  各回とも 18：00～20：00 

 ・参加費 各回とも 300 円 

 ・主催・連絡先 みやぎ憲法九条の会  

TEL022-728-8812 FAX 022-271-5160  mail info@9jou.jp 

 ①第 1回    11月 9日(水) 松村幸亮弁護士が読み解く「基本的人権」 

 ②第 2回    12月 7日(水) 増田 友弁護士が読み解く「国民主権」 

 ③第 3回 17年 1月 11 日(水)  中尾健一弁護士が読み解く「平和主義」 

＊3 回全部参加できない場合でも OK です。 

＊資料作成の都合上、参加する方は上記連絡先に申し込んでください。 

 

石巻 9 条の会憲法講座 

憲法めぐる情勢と課題 

・日時  ２０１６年１１月６日（日）午後 3 時～ 

・会場  石巻市向陽地区コミュニテｲ―センター 

・講師   佐久間敬子さん(弁護士、みやぎ憲法九条の会世話人) 

・主催   石巻９条の会  連絡先 0225-96-5131(庄司法律事務所) 

mailto:info@9jou.jp
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・共催   石巻母親連絡会、女川町憲法九条の会、東松島市憲法九条の会 

 

地域・平和を守る 憲法９条講演会 

・日時  ２０１６年１１月１２日（土）  13：00～15：00 

・会場  中新田公民館 

・講師  鹿野文永さん(元鹿島台町長)  

・資料代 100 円 

 ・主催・連絡先  加美９条の会 0229-63-2946 

 ・後援  みやぎ農協人９条の会、大崎健康福祉友の会９条の会 

 

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 
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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 

 

男女共同参画推進せんだいフォーラム 2016 

講演 「キッチンからのメッセージ～安心、安全なくらしのために～」 

● 楽しいお料理のお話に加えて平和で安心して暮らせる日常のためにお話いただきま

す。命あるものをいつくしみ、お互いを大切にしあえる社会を次の世代に手渡せるよ

う、今に生きる私たちにできること、あなたとわたしの小さな一歩のために。 

・日時 11月 19日（土） 13:30～15:30 

・会場 エル・パーク仙台６Fギャラリーホール(141 ﾋﾞﾙ仙台三越定禅寺通り館６F)  

・講師 枝元なほみさん(料理研究家) 

・参加費 500円   

・主催  (公財)せんだい男女共同参画財団  

・企画・運営 「女の平和」ピースアクションみやぎ 

・連絡先  090-5832-6836 

・託児   6ヶ月以上、小学 1年生まで、お子様一人 1回 300円 

・託児申込み エルパーク仙台管理事業課 022-268-8300 申込締切 11月 10日(木)

先着順 
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STOP！秘密保護法ネットワーク宮城結成３周年記念講演 

秘密保護法・共謀罪は現在の治安維持法～戦争する国と平和の国の岐路～ 

● 今、私たちが置かれている状況は昭和３年と似ている。戦時体制の形成に向けて下準

備が進められつつある。このままでは「ルビコン川」を渡るのも時間の問題といえる。

戦時治安法制の制定も早晩予想される。しかし、昭和 3年の段階ではまだ引き返す選

択肢もあり得た。満州事変に・・・・・・。 

・日時 11月 19日（土） 13:20～15:30(13:00開場) 

・会場 仙台弁護士会館 4F  

・講師 九州大学 内田博文名誉教授 

・入場無料・どなたでも参加いただけます。   

 

岩沼女性九条の会 

憲法を読む会 

● 現行憲法と自民党改憲草案を読み比べてみます。 

・日時 11月 19日（土） 13:30～15:00 

・会場 旧勤労センター (岩沼市三色吉字松 150 番地の 1 電話 25−1318） 

・連絡先 今野 0223-24-3501 

  

講演会「どこへ向かう？日本－自衛隊の武装はどこまで進んでいるのか－」 

● 自衛隊員が海外で殺し、殺される懸念が、早くも現実のものとなる可能性がでてきまし

た。安倍政権は、昨年強行成立させた安保法制を盾に、海外でアメリカと共に戦争ので

きる体制づくりに躍起となっています。そのための装備も訓練も防衛予算も膨らみ続け

ていますが、本当のなかみはほとんど国民には知られていません。 

・日時 11月 23日（水祝） 13:30～15:30 

・会場 仙台市市民活動サポートセンターセミナーホール(６F) 
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・講師 泥 憲和さん(元自衛官・防空ミサイル部隊所属) 

・参加費 500円   

・主催  宮城女性九条の会  

・連絡先  090-5832-6836(鹿戸)または 022-241-0429(門脇) 

・男女を問わずどなたでも参加できます。 

 

平和フェスタ 伊藤千尋講演会 

講演「今こそ憲法を活かす～世界の人々とともに」 

● 「平和フェスタ」は見て・聞いて・話して・飲める(コーヒー)コーナーを用意していま

す。若い女性も、中高生、男性もみんなで楽しめるフェスタにぜひおいでください。 

・日時 11月 27日（日） 10:00～15:30(講演は 13:30～) 

・会場 ｆプラザ(大崎市保健福祉プラザ多目的ホール) 

大崎市古川三日町 2-5-1 0229-23-5311 

・内容 午前の部(10：00～12：30) 

  うたごえミニコンサート、詩の朗読他 

  午後の部(13：30～15：30) 

  伊藤千尋講演会(ジャーナリスト・九条の会世話人) 

・参加費 無料  

・主催  新日本婦人の会古川支部  

・連絡先 中島(0229-47-4494)または近江 0229-23-7433 

 

『宮古島での戦争体験』を聞く会、『沖縄戦全記録』上映会 

●71年前、亜熱帯の美しい島は狂気の戦場と化した。日本国内唯一戦いに巻き込まれた沖

縄での戦争の実態を学ぶことで、平和の尊さについて一緒に考えてみませんか。 

日時  12月 6日(火)  13：30～  15：30 

会場  泉病院友の会ホール 
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内容  『親から聞いた、沖縄・宮古島での戦争体験と自身の戦後体験』を聞く会 

     語る人 杉浦喜代子さん(加茂在住) 

    『沖縄戦全記録』上映会 

主催 泉病院友の会平和の委員会 電話 378-3883 

 

仙台弁護士会第 41回 憲法連続市民講座 

安保法制の運用と憲法九条～南スーダンの現状から考える 

●昨年採決が強行された安保関連法は本年 3月に施行されるに至りましたが、憲法違反の法

制であることには変わりなく、仙台弁護士会は安保関連法の廃止を求めるとともに、その適

用・運用に反対しています。安保関連法はどのように運用されようとしているのか、長年に

わたり安全保障・外交・自衛隊の問題について研究を深めてきた井上正信弁護士（広島弁護

士会）から現状についてわかりやすくご講演いただきます 

 

日時  12月 9日(金)  18：00～  開場 17：30 

会場  仙台弁護士会館４F 

講師  井上正信さん(広島弁護士会) 

入場無料・予約不要 

 

(複数日に亘るイベント) 

２０１６年度吉野作造記念館後期企画展 民本主義 100周年 

「自由を愛し、平和を貫く－吉野作造と安中教会－」 

●群馬県安中市。この街に安中教会があります。この教会で牧師の柏木義円はじめとする

人々が、機関紙『上毛新聞』を中心に明治～昭和時代にわたって近代日本の植民地主義、軍

国主義への痛烈な批判を伴う自由な言論をくりひろげました。 

 時代が戦争へと向かう中で正義の灯火を掲げ続けた人たちの 

物語。 

・日時 １０月９日(日)～１２月２８日(水) ９:００開館 １７:００閉館 

・会場 吉野作造記念館(大崎市古川福沼 1-2-3) 0229-23-7100 
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・入館料 大人 500円 高校生 300円 小・中学生 200円 

ドキュメンタリー映画 「ヒロシマ、そしてフクシマ」 (80分) 

● 科学を名乗った最も権威ある集団が嘘をついている。1945年 8月 6日の原爆投下の日、

広島近郊で被爆者の治療にあたった医師が問いかけるものとは。みなさん肥田舜太郎医師

をご存知ですか。 

 ・監督・編集・撮影：マルク・プテイジャン   

・会場 桜井薬局セントラルホール(青葉区中央 2-5-10 桜井薬局ビル３F) 

    TEL：022-263-7868 

・日時 10月 29日（土）～11月 11日(金) 【11月 5日(土)のみ休映】 

・上映時間 1日 2回上映 ①午前 11:00～  ②午後 3:00～ 

・料金 前売券 1000 円／当日券 1800円 

・主催  みやぎ平和映画基金 

 

渡辺祥子さん朗読会 

「朗読と音楽で心を癒すひとときを」 

● 親子で話してほしいサンタクロースのお話。いわさきちひろの絵本や平和を考える本

の朗読。朗読とフルート＆チェロの演奏を聴きながら一足早いクリスマスを味わって

みませんか。会場を変えて 3回の公演を行います。 

・朗読 渡辺祥子さん(フリーアナウンサー、朗読家) 

・フルート 水野二郎さん(フルート、尺八・篠笛など駆使して、ジャンルを問わない笛

吹として活躍) 

・チェロ  火煙節子さん(アンサンブル・プテイフール、弦楽合奏団ゲッゲロゾリステ

ン等様々なシーンで演奏活動を行う他、仙台ミュージックプラザ、自宅等

で指導を行う) 

・主催   みやぎ生活協同組合 

・参加費  無料 
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・申込・問合せ先 みやぎ生協生活文化部 TEL022-218-3880 

・申込締切 12月 1 日(木) (定員を超えた場合は抽選になります) 

◆第 1回 

・日時 12月 13日（火） 10:30～12:00 

・会場 仙台市市民活動サポートセンター市民活動シアター(地下１F) 

・定員 150人 

・託児あり、１歳以上、無料、事前申し込み必要 

◆第 2回 

・日時 12月 13日（火） 18:00～19:30 

・会場 仙台市市民活動サポートセンター市民活動シアター(地下１F) 

・定員 80人 

・託児なし、ワンドリンク付き 

◆第 3回 

・日時 12月 16日（火） 10:30～12:00 

・会場 登米祝祭劇場・小ホール 

・託児なし 

 

【各九条の会等の活動報告】 

(報告) 「なぜ、そんなところに自衛官が行かなければならないのか」 

元自衛官 井筒高雄さん講演会を終えて 

10月 2日、「女の平和」ピースアクションみやぎ主催で元自衛官 井筒高雄さんを迎えて、

「安保法制でどう変わるの自衛隊?  どこへ向かう？日本」と題して講演会を行いました。 

 当日は会場いっぱいの 108人の参加となり、100部準備したレジメや資料も不足。皆さん

の関心の高さに応える講演内容だった。 
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井筒さんは元自衛官だから、「なぜ、そんなところに自衛官が行かなければならないの

か」と言う論調になるのは当然としても、私たちとしては PKO参加そのものについて疑問を

持たなければならないのではないかと感じた。 

 PKO－国連平和維持活動というと、「日本も国際社会の一員として当然参加しなければな

らない」かのように言われる。しかし、東ティモールやアフガニスタンなどの紛争地でＰＫ

Ｏ幹部や日本政府特別代として武装解除を指揮してきた伊勢崎賢治・東京外国語大教授は、

現在のＰＫＯは、「住民保護のためには戦争をする時代」「自衛隊も敵から見れば『軍』」

と、危機感をあらわにした発言をしている。  

「安保法制」は、解釈改憲、必ず廃止に導かなければならないが、改めて今、発動させな

い運動にしっかり取り組まなければならないと思う。そして、日本には武力に拠らない国際

貢献の道があることを国民的合意にしていかなければと思わされた。 

 

 (参加者の感想から) 

・目からウロコばかりでした。今日、初めて戦争反対を本気で思った。人殺しでしかありま

せんね。 

・米軍のかわりに自衛隊派遣しようとしていることが見えてきた。ベトナム戦争後から準備

されてきたことが、現在の戦争法につながっていると思う。 

・PKOの内容、実態が少しわかった。いかにマスコミなどで正しく報道されていないかが良

くわかった。 

・あんまり真実を知らなかったとショックを受けています。これからどうしたら良いのか、

真剣に考えなければならない。どんなに小さくても、絶対に私たちの活動を続けなければ

と思います。 

講演内容は以下の You-tube でご覧いただけます。 

 https://youtu.be/LXLUnTzUahw 

                            世話人 須藤道子 

 

 

 

 

https://youtu.be/LXLUnTzUahw
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(報告)石巻 9 条の会 パネル 26枚のスタンデイング  

 石巻９条の会では10月 19日(水) 、

16時～17時の 1時間、石巻工業高校

前蛇田交差点で街頭宣伝を行い、21

人が参加しました。 

 パネル 26枚のスタンデイングは道

行くマイカーの方々にも目につき壮

観でした。(高橋) 

 

 

 


