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E メールニュース「みやぎの九条」    NO242 

（2017年 1月 15 日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

１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 1月 19日（木）  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 1月 19日（木）  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 

●毎週火曜日 12時から 13時まで。1月は 17日、24日、31日、2月は 7日、14日、21日

28日となります。 

場所 仙台市中央通東二番丁 平和ビル前。 
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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！！ 

・  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。 

・  名取、小牛田などで計画的に取り組まれています。 

◆ 2月 3日の行動 

・  名取市 ヤマザワ前道路交差点 

・  仙台市宮城野区は原の町坂下交差点。 

 

【これからの県内イベント情報】 

(1日のみのイベント) 

第 6 回憲法カフェ「自民党憲法改正草案ってどんなもの PartⅡ」 

人間らしく生きていくための自由と権利は 

私たちには人間らしく生きていくための、基本的な自由と権利があります。それを基本

的人権といいます。基本的人権はとても大切な権利なので、日本国憲法でも最も大切な

３原則のうちの一つとされています。この基本的人権はわたしたちが生きているふだん

の生活の中で、どのように活かされているのでしょうか。毎日の生活と結びつけて語り

合っていきます。 

日時  1月 22日(日) 14:30～16:30（14:15開場） 

会場  若林区文化センター２Fセミナー室 

講師  鶴見聡志弁護士(南町通り法律事務所) 

資料代 300円 

参加  どなたでも参加できます。小学生・中学生・高校生・大学生の参加歓迎 

主催  南小泉蒲町校区 9条の会 

問い合わせ： 022-231-2712(松尾) 
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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 

 

市民が変える 政治を変える 

市民と野党をつなぐキックオフ集会＠みやぎ 

日時  1月 28日(土) 14:00～16:00 

会場  宮城自治労会館(仙台市青葉区二日町 7-23) 

ゲストトーク 山口二郎さん(法政大学教授) 

大リレートーク 「市民の声・声・声！」農民・漁民・医療・福祉・商工業・学生・年金者・

女性・被災者・宗教者・教員・障がい者・保育士など 

野党各党からの発言  

主催  野党共闘で安保法制を廃止するオールみやぎの会 

問い合わせ：022-393-6223 くさの根市民会議内 

 

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 
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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』 

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) 

mailto:hag07314@nifty.ne.jp
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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(山元町浅生原字日向 12-1) 

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) 

 

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」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 

 

自衛隊の国民監視訴訟を支援するみやぎの「会」総会 

最高裁は 10 月 26 日自衛隊の国民監視差止訴訟について上告を棄却し、不受理とする

決定を言い渡しました。最高裁として審理することを避け、門前払いとされた形です。

自衛隊による国民監視という戦前の憲兵政治につながる重大問題に対し、最高裁の職責

を放棄し、憲法判断を回避する、不誠実な対応です。最高裁決定を受けて、2007 年に提
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訴して始まったこの訴訟を閉じることになりますが、これまで 9 年間の闘いを振り返る

原告団と支援する会の合同総会を開催します。 

日時  3月 4日(土)  13：30～ 

会場  仙台弁護士会館 

参加費 無料、どなたでも参加できます。 

主催  自衛隊の国民監視訴訟を支援するみやぎの「会」 

連絡先： 仙台市・一番町法律事務所事務所 電話 022-262-1901 

 

(複数日に亘るイベント) 

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。 

問い合わせ先：みやぎ生協生活文化部 022-218-3880 
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【各九条の会等の活動報告】 

（報告）３の日＆成人式スタンデイングアピール     多賀城九条の会 

初売りで賑わう１月３日、ヤマダ電機店前（産業道路）において今年最初の「アベ政治を

許さない！」スタンデイングアピールを行いました。参加者は、これまで最高の２１名。七

ヶ浜町議の木村さんも飛び入り。そう言えば、昨年の１月３日には名前も知らない七ヶ浜の

女性が飛び入りでした。 

 道を行く車の中から大きく手を振るドライバーや同乗者も多く、元気いっぱいのスタンデ

イングとなりました。(多賀城市九条の会) 

 

こちらは 1 月８日(日)成人式参加者への訴え↓ 

 

 

（報告）1 月３日“アベ政治を許さない”（名取九条の会） 

2017.1.3 今年もみんなで立ちました。“アベ政治を許さない” 
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正月３日、暖かい陽射に恵まれて１３人が参加し、スタンディン行動。お参りや初売りで

しょうか？車の数も多く、赤信号で止まると手を振ったりして応える人がたくさんいました。 

某放送局のラジオカーが目の前で手を振ってくれました。 

 

 

 

 

 

3 の日行動   仙台市宮城区でも開始 

 ６地域９条の会(岩切、東仙台、原町、

新田、幸町、燕沢地区)を中心に行って

きた毎月の１９行動のスタンデイン

グとともに、４５号沿線でもっとも交

通量の多い交差点、原町交差点で９条

の会メンバーや個人が参加して、毎月

３日に坂下点で有志が集まって行う

ことになりました。初日の１月３日は

松の内にも関わらず２０人が参加し

ました。 
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（報告）新春恒例の「成人式宣伝」を実施。（名取九条の会） 

 ２０１７年名取市成人式が８日午前１１時～開催。受付時間に合せて、午前９時４５分こ

ろから１１人で宣伝活動。 

 いつものとおり、横断幕や会

の幟を立て、南スーダン派遣自

衛隊の即時撤退や１８歳選挙権

が昨年から施行されたことに伴

い、若者に政治や憲法を考えて

ほしいとチラシを約８０枚配布。 

 なかなか受け取らない若人も

いますが、成人おめでとうと笑

顔で声掛けしながら行動。向かい

側では共産党市議団３人と三区

候補者の吉田剛君が街頭演説を

してました。(名取九条の会 後

藤さん) 

 

 

（報告）恒例の「成人式」でチラシ撒きと署名行動（岩沼女性九条の会） 

 恒例の成人式でのチラシ撒きと署名行動をしました。配ったチラシは 140 枚、署名は 5 筆。年々受け

取りが悪くなっています。(岩沼女性九条の会 今野さん) 

 

 

 

 


