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E メールニュース「みやぎの九条」    NO240 

（2016年 12月 15 日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

【お知らせ】 

みやぎ九条の会の年末年始の事務所閉鎖 

●12月 29日(木)～1月 3日(火)は事務所を閉めます。 

  

仙台の１２月１９日の行動 

●仙台の 19日行動「安保法制廃止、１９日市民行動！」 

日時 １２月１９日（月）  12:00～13:00 

場所 仙台市中央通東二番丁 平和ビル前。 

内容 街頭宣伝、各団体よりアピール、署名 

主催 みやぎ県内九条の会連絡会、戦争政策反対宮城県民連絡会、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・元議員有志の会宮城 

●石巻市の 19日行動  

日時 12月 19日（月）  15:30～16:30 

場所 石巻工業高校前蛇田交差点 

内容 スタンデイングをします 

主催 石巻市９条の会他 

 

◆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 
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●毎週火曜日 12時から 13時まで。12月 20日が今年最後の宣伝活動になります。1月度は

17日、24日、31日となります。 

場所 仙台市中央通東二番丁 平和ビル前。 

●「Ｓｔｏｐ！秘密保護法ネットワーク宮城」の宣伝は 1月 13日(木)の⒓時～13時、平和

ビル前で。 

 

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) 

仙台地区教職員 9 条の会 講演会 

「日本国憲法に守られている私たちのくらし」 

●親子読書運動に長年かかわってきた川端さんの憲法にかかわるお話です。 

日時    12月 17日(土)14時～16時 

会場    フォレスト仙台 ４Ｆ 会議室Ａ 

講師    川端英子さん(のぞみ文庫主宰) 

参加費   500円 *どなたでも参加できます 

主催    仙台地区教職員九条の会   

問合せ先  宮教組中央支部 Ｔｅｌ 022-272-5611 
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「憲法 9条を伝えよう！未来へ！」大崎のつどい２０１６ 

憲法改悪の現段階と来年への展望」 

●戦後 71年、世界では戦争や紛争が絶えることなく続いてきました。私たちはそれを防ぐ

ことはできませんでしたが、憲法 9条によって、政府がそれに参加する道を押しとどめてき

ました。いま、安保法制によって国のありかたが大きくゆがめられようとしています。 

日時    12月 17日(土)13時 30分～15時 

会場    大崎市古川 ｆプラザ 

講師    小野寺義象さん(弁護士 仙台一番町法律事務所) 

資料代   100円  

主催    大崎健康福祉友の会９条の会 0229-23-8089   

 

「沖縄の現状を告発・連帯する」ための講演会 

沖縄・希望をつくる島  連帯する私たちの課題 

ドキュメンタリー映画「高江－森が泣いている」DVD 同時上映 

●沖縄県民の総意を踏みにじり、基地の拡充・機

能の高度化・自然の破壊を進め、侵略基地を強化

しようと辺野古・高江で暴力的に攻撃しています。

この現実を実践的に明らかにしてきた毛利孝雄さ

んを招き講演会を開催します。 

日時  12月 17日(土)  14：00(13:40開場) 

会場  イズミテイ２１・展示室 

講師  毛利孝雄さん(沖縄大学地域研究所 特

別研究員) 

主催  みやぎ護憲の会   

事務局 080-5574-6711(廣瀬直弘) 
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平和な未来へ、語り継ぐ集い 

青い目の人形と７０年目の卒業証書 

●昨年 9月安保関連法が憲法学者や反対の世論の声にも関わらず半ば強引に成立してしま

いました。不戦の誓いを明文化した憲法九条は国民の不断の努力によって守っていかなけれ

ばならないと思います。まるもり九条の会も、昨年３月に発足しました。 

日時  12月 17日(土)  13：30～15:30 

会場  舘矢間まちづくりセンター 

内容  第 1部  「７０年目の卒業証書」  

         お話 佐藤三吉さん(佐藤さんは昨年 3月丸森小学校の卒業証書を校長

先生から受け取りました。どんな思いで受け取ったのでしょうか、

私たちに伝えたいこととは) 

    第 2部  ＤＶＤ「青い目の人形ローズマリーちゃん」制作に込めた思い 

         お話 齋藤良治さん(丸森町元教育長) 

         ＤＶＤ「青い目の人形ローズマリーちゃん」上映 

主催  まるもり九条の会  共催  仙南九条の会連絡会   

事務局 080-1836-6741(横山)、090-4636-1112(菊地)、090-7078-8381(山本) 

 

憲法 9 条ってなにしゃ Part３９ 

「市民の政治参加」～選挙における共同行動を考える～ 

宮城県における野党共闘を含む参議院選挙の闘いを振り返るとともに、今後の安保法制

廃止、立憲主義回復、憲法改悪阻止、TPP、原発廃止、雇用や社会保障の改善・充実な

どを実現するための共同行動のあり方、国政選挙に向けた活動のあり方について考え、

意見交換をする場としたい。 

日時  1月 15日(日) 13:30～15:30 

会場  加茂市民センター 泉区加茂４丁目 2番 022-378-2970 

講師  齋藤信一弁護士 

参加費 無料 

主催  九条を守る加茂の会 

問い合わせ：090-7068-6706(油谷) 
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高校生公開授業・高校生大募集 

私らしく、ともに生きるために「憲法という人類の知恵」 

憲法学の第一人者・樋口陽一さんが高校生と憲法をめぐり授業 

日時  1月 28日(土) 13:30～ 

会場  東北大学文科系総合研究棟 

定員  ４０名(先着順) 高校生以外の学生の方も受講できます。一般の方は廻りから参観

いただきます。(申し込み不要) 

参加費 無料 

主催  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 

問い合わせ：みやぎ教育文化センター 022-301-2403 FAX 022-290-4026 

 

映画「標的の村」上映会 

スクリーンに叩きつける、伝えきれない沖縄。2012 年 9 月 29 日。アメリカ軍普天間基

地は完全に包囲された。全国ニュースから黙殺されたドキュメント。この前代未聞の出

来事を「日本人」は知らない。 

日時  1月 29日(日)  １回目上映 10：30～  2回目上映 14:00～ 

会場  みやぎ生協加賀野店２階ホール(登米市中田町石森) 

前売鑑賞券 一般 700円(当日 1000円) 中学生以下は無料 

主催  みやぎ県北「標的の村」上映実行委員会 

後援  登米九条の会、登米・市民学習カフェ 

問い合わせ：090-2954-8826 

 

原発のない東北の復興を考える 

市民による女川原発の再稼働を問うシンポジウム 

東日本大震災・福島原発事故から 5 年半、被災地東北の復興は「新たな地域社会・地域

経済をどう再生、再建するか？」というフェーズに入っています。 

日時  1月 29日(日)  13:00～16:30(開場 12:30) 

会場  仙台国際センター大ホール(地下鉄東西線国際センター駅徒歩 3分) 

基調講演  

『「脱原発」成長論－分散ネットワーク型社会へ向けて』 
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講師 金子 勝氏(慶応大学経済学部教授) 

パネルデスカッション 

「原発のない東北の復興を考える」 

コーデネーター：早川俊哉氏(河北新報論説委員) 

パネリスト  ：金子勝氏(慶応大学教授) 

        佐々木功悦氏(宮城県議会議員) 

        阿部美紀子氏(女川町議会議員) 

        橋浦律子氏(NPO法人紫波みらい研究所 事務局長／理事) 

主催  脱原発をめざす宮城県議の会 

    市民による女川原発の再稼働を問うシンポジウム実行委員会 

連絡先 電話＆FAX  022-373-7000(篠原) hag07314@nifty.ne.jp(舘脇) 

 

第 43 回 2017 年 ２・１１信教・思想・報道の自由を守る宮城県民集会 

「憲法ってなに？変えたらどうなる？」 

●「国民主権・基本的人権の尊重・平和主義」という日本国憲法の原則をくつがえすような

施策が次々と打ち出され、憲法の改変が現実味を帯びてきています。こうした大事な時期に、

改めて「憲法」の本質に照らして、今の憲法改正論議の行く末をともに考えます。 

日時  2月 11日(土)  13：30～(開場 13:00) 

会場  フォレスト仙台ホール(入場無料) 

講師  石川健治さん(東京大学法学部教授) 

主催  靖国神社国家管理反対宮城県連絡会議 

 

語り継ぐ 平和と希望の音楽会 ｉｎ山元 

地元歓迎演奏・Ｄ５１合唱団・語り継ぐ平和のステージなど 

日時  2月 12日(日)  13：30開演 

会場  山元町中央公民館大ホール(登米市中田町石森) 

参加費 無料(整理券あり) 

主催  語り継ぐ平和と希望の音楽祭実行委員会・みやぎのうたごえ協議会 

問合せ先 三浦(080-5228-6365) 

 

mailto:hag07314@nifty.ne.jp
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アーサーの『駆けつけ英語』講座～ことばの新任務だ！全員集合～ 

「ことば」はコミュニケーションのツールであるとともに、レンズの役割も果たします。

講師のアーサー・ビナードさんは「英語メガネ」がだけでなく、２０歳すぎてからは「日

本語メガネ」を得て、そのおかげで世界がいっそうおもしろく見えてきたと語っていま

す。例えば、今問題の「駆けつけ警護」もよくよく考えればなんと不思議な日本語の表

現だとおもいませんか？ 

日時  2月 19日(日)  13：30～15:30 

会場  フォレスト仙台ビル２F会議室 

参加費 500円 

主催  仙台のこどもと教育をともに考える市民の会  仙台市教職員組合 

問い合わせ： 仙台市教職員組合 022-271-8290 

 

(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－」開催中 

●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 

・入館料 大人 500円 高校生 300円 小・中学生 200円 

 

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」 
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●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 

② 第 1回(終了) 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(終了)    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。 

 

いわさきちひろ展（複製）開催！ 

いわさきちひろの絵を展示します。ご覧下さい。 

各回   展示時間 10:30～16:00  特別企画 11:00～11:40 

開催日   

1 月 28 日(土)～29 日(日) みやぎ生協貝ヶ森店(仙台市青葉区貝ヶ森 6-8-1) 

  〈特別企画〉 ギャラリートーク(安曇野ちひろ美術館学芸員) 

1 月 31 日(火)～2 月 1 日(水) みやぎ生協古川南店(大崎市古川北稲葉 2-1-5) 

〈特別企画〉 ちひろの絵本の朗読(志伯暁子「癒しの朗読会」) 

2 月 3 日(金)～4 日(土) みやぎ生協西多賀店(仙台市太白区西多賀 3-1-1) 

〈特別企画〉 ちひろの絵本の朗読(志伯暁子「癒しの朗読会」) 

いずれも入場無料。 

主催：みやぎ生活協同組合・共催：宮城県ユニセフ協会。 

mailto:info@9jou.jp
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問い合わせ先：みやぎ生協生活文化部 022-218-3880 

      

 

【各九条の会等の活動報告】 

(報告)ＪＲ新山下駅前に看板を設置しました 

 憲法９条は世界の宝 

常磐線、浜吉田～相馬駅間は、大

震災から５年 9ヶ月ぶりに 12月 10日

復旧開通しました。この間、山元 9条

の会は新駅前に看板設置の取り組みを

してきました。このたび皆さんから寄

せられたカンパによって、駅前スーパ

ーなどの駐車場前に設置できました。

ご協力ありがとうございました。末永

く町民の皆さんに呼びかけるものとし

て大切にしていきたいと思います。(山

元・9条の会ニュース ＮＯ４より転

載)  

  

(報告)第 25回石巻「平和のつどい」に多くの市民来場 

1982年に原爆展としてスタートした平和の取り組みは

「平和のつどい」として継続され、今年で 25回目を迎えま

した。9条の会、地方労連、年金者組合、新婦人、平和委員

会、教職員組合などの団体が実行委員会形式で開催していま

す。今年度は 11月 26日、27日の 2日間、みやぎ生協文化

会館アイトピアホールを会場に行いました。 

今年度は、広島平和記念資料館から「原爆ドーム 100年の

記憶」のパネルを借用して展示。また、「お話と歌で伝える

戦争体験」、「ビキニ被爆体験」、「平和コンサート」を企

画するなど、多彩な催しで多くの市民に来場していただきま

した。このような危険な時代だからこそ大切な取り組みであ
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ると考えて頑張っています。(「平和のつどい」実行委員会事務局長 菊池英行さん) 

 

(報告)憲法９条を守り生かす、宮城のつどい 2016 

 樋口陽一先生の講演に 1600 人が参加 

宮城県内九条の会が一年に一回開催する「つどい」（みやぎ憲法九条の会主催）は 2016

年 12月 4日(日)、仙台国際センターで開催されました。 

第一会場（大ホール）、第二会場（白橿）合計 1400名分の席を用意しましたが、開会前に

満席となり、緊急に国際センターから第三会場(萩)をお借りしました。 1600用意した「資

料」がなくなり、一部の方に迷惑をおかけしました。お詫び申し上げます。 

 会の冒頭、紫金草合唱団が日本国憲法前文と憲法九条を朗読と合唱。後藤東陽みやぎ憲法

九条の会共同代表のあいさつ、板垣乙未生みやぎ憲法九条の会事務局長の情勢報告が行い、

この間の改憲の動きに大きな注意と関心を

向けることを訴えました。  

「つどい」のメインは東京大学・東北大学名

誉教授、憲法学の樋口陽一先生の講演。「75

年前の 12月 8日のことから話しましょう～

日本国憲法をどう生かすか～」と題して 1時

間に亘って、改憲の動きとその問題点を話さ

れました。 

「現憲法は占領軍から押し付けられたも

のだから自分たちの憲法をつくらなければならない。立憲主義や天賦人権などというのは欧

米流の考え方で日本的でない」と主張する「押し付け憲法論」に対して、大日本帝国憲法制

定当時の伊藤博文と森有礼との話し合いの事例から憲法を制定して国を近代化し運営する

「立憲主義」ということは前提であった。福沢諭吉の「天は人の上に人を作らず、人の下に

人をつくらず」と語ったこと、自由民権運動の事例からや「人権」という概念を受け入れる

素地はあって現行憲法の前から知られていたこと。だから、欧米流の考え方だからというの

は当たらないと紹介された。 

大日本帝国憲法は天皇に責任がおよばないように、大臣に責任を負わせる政治の仕組みを

つくった。天皇から下は交番の巡査まで国運営の機関という「天皇機関説」は学問の上でも

主流、政府にも公認されていた考え方であった。1930年頃から軍部の攻撃で排除されたが
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大日本帝国憲法を民主主義的に機能させれば国民の権利はまもれると考えていた、美濃部達

吉や佐々木惣一博士は枢密院や貴族院で「憲法を変える必要はない」と主張した。そしてこ

の反対論を唱えることについて規制もされていません。大方の憲法学者、議員は受容し、当

時の国民はこの憲法を歓迎し戦争への道を拒否しました。現憲法を受容したはずの支配層の

一部が、今になって押しつけ論を展開すること自体がおかしいと指摘されていました。 

憲法は権力を縛るものだが、自民党の改憲草案は逆に権力が国民を縛るものとなっている

と告発。憲法前文と自民党改憲草案の前文、憲法 13条、24条などについて解説してくれま

した。13条では「すべて国民は、個人として尊重される」が「すべて国民は、人として尊

重される」、24条では「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」が「婚姻は、両性の合

意に基いて成立し」と、さりげなく変えられ、何気なく見過ごしてしまう文言にかけて実は

大きな変更が込められているということを示してくれました。 

最後に、戦前の軍部にも、戦後の占領軍にも検閲削除を受けた、映画「無法松の一生」の

監督であった伊丹万作さんの「騙すものと騙されるものとが揃わなければ戦争は起こらない。

ということになると騙されたものの罪はただ単に騙された事実そのものあるのではなく、あ

んなにも造作なく騙されることになるほど、批判力を失い、思考力を失い、信念を失い、家

畜的な盲従に自己の未来を委ねることになってしまった、国民全体の文化的無気力、無自覚、

無反省、無責任などが悪の本体なのか。騙されたといって平気でいられる国民なら、おそら

く今度も、何度でも騙されるだろう。いや、現在でも別のうそに騙されるだろう。」という

警告を紹介して自分自身にも戒めとし、みなさんにもお考えいただきたいと締めくくりまし

た。 

 

第一会場の大ホール、1000 名が埋め尽くしました、第三会場を

緊急に設置しました。 

  

「荒川知子とファミリーコンサート」では荒川知子さんの独唱。

清らかな歌声に大拍手。  
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(報告) 「第 8回憲法９条まつり」11月 27日(日) 

  大沢九条の会が主催し、吉成９条の会、愛子９条の会が共催した「第8回憲法９条まつ

り」は11月27日(日)ドミニコ修道院(青葉区芋沢青野木下)に協力を戴いて開催しました。 

 「ノリ巻き」「地元とりたて野菜」「ミニ骨董市」「こけし＆木地物」の展示即売会、「ビ

デオ上映」、「おしゃべり場・9条」「うたごえ喫茶 皆で楽しく歌おう」などイベントが

行われました。 

 

「しゃべり場・9条」では、市民と野党との共闘をプロ

モートしている「オールみやぎの会」の草場弁護士に、

南スーダンPKOに派遣される自衛隊に「駆けつけ警護」

の任務を付与する「戦争する国づくり」の新たな動き

や、その背後にある現行憲法の理念と根本的に相反す

る「自民党改憲草案」の問題点などについて話していただ

きました。 

この日ビデオで見た米軍の思いやり予算に対する市民の

反応を見ても、中国や北朝鮮の脅威を口実とするアメリカ

頼みの軍事力強化の政策を「当然もしくは仕方がない」と

受け止める空気が国民の間にかなり広がっているのも事実

で、私たちも普段からもっと周りの人と話し合い論議を深めていく必要があると思いました。 

「うたごえ喫茶」は、高野原在住の鷲尾さんの「枯葉」を織り込んだ「恋人よ」の素敵なピ

アノ演奏から始まり、次いで懐かしの昭和歌謡、「津軽海峡冬景色」、今年亡くなられた永

六輔さん作詞の「上を向いて歩こう」や「見上げてごらん夜の星を」など最後の「ビリーブ」

まで、皆さん大きな声で歌って大変盛り上がりました。 

 


