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E メールニュース「みやぎの九条」    NO244 

（2017年 2月 15 日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

２月１９日の行動 

●仙台の 19日行動 

「２．１９市民集会～守ろう！いのち・憲法９条、

自衛隊は南スーダンから撤退を！～」 

日時 2月 19日（日）  11:30～12:10 

場所 元鍛冶丁公園(三越デパート近く) 

集会終了後仙都会館までアピール行進し

ます。 

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 2月 19日（日）  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 
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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。2月は 21日､28日 3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。 

 

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。 

◆ 3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  原の町坂下交差点。(高橋正利 080-6010-3022) 

 

【これからの県内イベント情報】 

(1日のみのイベント) 

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 
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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 

 

小林多喜二の母の劇映画「母」試写会(無料) 

 アメリカに追随して「戦争のできる国」づくりに猛進する安倍自公政権は「共謀罪・テロ

対策法」の制定明言、戦前の暗黒政治と同じ道を進もうとしています。戦前の治安維持法の

下の象徴でもある作家小林多喜二の「拷問死」を画いた映画「『母』＝小林多喜二の母の物

語」(三浦綾子原作、山田火砂子監督、寺島しのぶ主演)を一人でも多くの」県民に観ていた

だくために試写会を開催します。試写会では実行委員参加、上映会のチケットの普及、地域

での上映会開催の呼びかけもします。 

日時  2月 20日(月)   

18：15～18:45  「『母』の上映と鑑賞を広める宮城の会」発会式 

18:45～20:30   『母』上映       

会場  戦災復興記念館・ホール 

参加費 無料 

主催  「映画『母』の上映と鑑賞を広める宮城の会」準備会 

問い合わせ 準備会事務局 (株) シネマとうほく(鳥居) 022-225-0986 

 

「共謀罪学習会」 

日時 ２月２３日（木）１７：００〜 

会場 仙台中央法律事務所１階 会議室(定員２０人) 

講師 小野寺 義象弁護士(一番町法律事務所) 

主催 ＳＴＯＰ！秘密保護法ネットワーク宮城 

＊この学習会は街頭宣伝を行う方々向けに行うために会場が狭くなっています。 

 

名取九条の会「憲法プラザ」 

～特定秘密保護法につづく弾圧法「共謀罪」新設に反対 

 過去３度も廃案となった共謀罪法案、危険性を知り、断固として阻止しよう。名前を変え

ても危険な本質は変わらない。 

日時  2月 23日(木)  13：30～ 

会場  ＪＲ名取駅西口１Ｆコミュニテイプラザ・ホール 

    車でおいでの方は駅東口駐車場をご利用ください。 
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講師  松村幸亮さん（弁護士） 

主催  名取９条の会 

連絡先 後藤：090-2364-6011  阿部：022-384-0888 

 

泉懇話会 2017 年総会＆記念講演のご案内 

一斉焼却をしていいのか～未来に責任をとれるのか～ 

 「原発事故は完全にブロックされている」、「焼却しても 99.9％(バッグフィルターで)

漏れない」(環境省)・・・。政府は不利になることを国民に伏せている。今、私たちがしっ

かり見、正しい知識をもって伝えるために企画しました。 

日時  2月 25日(土)  13：30～(講演 14:15～15:30) 

講師  水戸部秀利さん（医師、脱原発仙台市民会議共同代表、きらきら発電・市民共同発

電所 理事長） 

会場  旭ヶ丘市民センター３階第 2会議室 

主催  くらしを良くする泉懇話会 

連絡先 同事務局 373-0381(菅原方) 

 

シンポジウム「教科書が危ない」 

～教育学者から見た教科書の現状と課題～ 

 教育基本法改正、教科書検定基準改定、教育指導要領改訂により、教育内容への政治的関

与の強まりが懸念されます。とりわけ「教科書」は、時の政治的見解を記述すべきよう検定

基準が改訂されており、その運用によっては子どもの学習権が侵害されかねない事態にある

のではないでしょうか。 

基調報告 「教科書の現状」 報告者 東北弁連子どもの権利委員会委員 

講演  「教科書が危ない～教育学者から見た教科書の現状と課題」 

     講師 堀尾輝久さん（教育学者・東京大学名誉教授） 

日時  2月 26日(日)  13：30～16:00 

会場  仙台弁護士会館４階 

主催  東北弁護士会連合会 

 

憲法九条将監の会２月例会 

「中国経済と大国主義」 

講師  山田尚良さん（憲法九条将監の会連絡係）   
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日時  2月 28日(火)  13：00～15:00 

会場  将監市民センター第一研修室 

主催  憲法九条将監の会  

問い合わせ先  高橋 022-372-9658  高平 022-373-1763 

 

「共謀罪成立を阻止しよう！緊急学習会」 

日時   ３月２日（木）１８：００〜 

会場   弁護士会館４階 

主催   宮城憲法会議他５団体 

参加申し込み 不要 

問合せ先 一番町法律事務所(小田) 022-262-1901 

 

３．３ピースアクションみやぎ２０１７ 

「守りたい！いのち★へいわ」 

 私たちは声をあげ続けます！自衛隊の南スーダンからの撤退と「安保法制」を廃止し、憲

法９条を守り抜くために！ 

日時  3月 3日(金)  12：00～ 

会場  仙台市勾当台公園市民広場（仙台市役所前） 

内容  ゲストトーク 草場裕之さん（弁護士）、浅野冨美枝さん（宮城学院大学特任教授） 

    市民トーク他 

    ピースパレード（一番町～仙都会館前解散） 13：00～   

主催  「女の平和」ピースアクションみやぎ 

連絡先 090-5832-6836 

＊男女を問わずどなたでもご参加ください。  

 

 

生協仙南９の会と生協仙塩９条の会共同企画 

松元ヒロ・スーパーライブ 

 安倍政権を笑い倒す！ 一人芝居「憲法くん」 

 

日時  3月 4日（土）14：00～15:30 

会場  ホテル原田ｉｎさくら(ＪＲ東北線船岡駅前) 
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主催  生協仙南９条の会 

 

日時  3月 5日（日）10：30～12:00 

会場  ホテルグランドパレス塩釜(ＪＲ仙石線本塩釜駅前) 

主催  生協仙塩９条の会 

 

入場料 どちらの会場も無料 

問い合わせ・申し込み先  

    みやぎ生協労働組合：佐賀・池町 022-771-1201 FAX 022-371-6171 

  

 

 

 

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

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)  14:00～(前回：NO243号で 13:30とお知らせしましたが、14:00

の誤りでした。お詫びし、訂正いたします。) 

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：一番町法律事務所事務所 電話 022-262-1901 

 

２０１７年国際女性デー 第５７回宮城県集会 

「ひろがる格差と貧困」～日本でも、世界でも～ 

 「世界で最も裕福な６２人の資産は世界の貧しい３７億人の人々の総資産に匹敵する」ひ

とにぎりの富裕者が富を独占し、大多数の庶民が貧困にあえいでいます。今、世界に急速に

広がっている格差の実態は、私たちが直視しなければならない大問題です。 

日時  3月 8日(水)  18：30～20:20 
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会場  エルパーク仙台〈６階〉ギャラリーホール 

講師  森下麻衣子さん（特定非営利活動法人 オックスファム・ジャパン アドボカシ

ー・マネージャー兼 事務局次長） 

資料代 500円 

主催  国際女性デー宮城県実行委員会 

連絡先 新日本婦人の会宮城県本部気付 022-262-5101 

 

第４回学習講演会のご案内 

「平和憲法と鈴木義男」 

 日本国憲法の９条の中の「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」という文言

は鈴木義男が挿入したという指摘がなされている。今日の状況に対して、鈴木義男だったら

どのように発言したのだろうか、と探ってみます。 

日時  3月 11日(土)  13：30～15:30 

会場  鶴ヶ谷市民センター第一会議室（宮城野区鶴ヶ谷２丁目みやぎ生協鶴ヶ谷店隣） 

講師  仁昌寺正一さん(東北学院大学経済学部教授) 

参加費 無料（どなたでも参加できます） 

主催  鶴ヶ谷地域九条の会 

問い合わせ先 事務局 090-8780-8091（篠原） 

 

みやぎ農協人九条の会設立７周年記念講演会 

「安部農政・ＴＰＰ『農協改革』今後の農業はどうなるのか？」 

 安倍政権は「農協改革」や「ＴＰＰ推進」などを推し進めています。海外からの輸入に道

を開き、日本農業が破壊される危険性が高い道です。日本農業を守り、安全で安心できる農

産物をつくり、安心して暮らせる食生活、農家が生き残れる農業を一緒に考えませんか？ 

日時  3月 18日(土)  13：00～14:30 

会場  フォレスト仙台５階 501号室 

講師  冬木勝仁さん（東北大学農学部准教授） 

資料代 300円 

主催  みやぎ農協人九条の会 

問い合わせ先 事務局 022-728-8812  FAX022-276-5160 
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(複数日に亘るイベント) 

ドキュメンタリー映画「知事抹殺」の真実 

2006 年 9 月、５期 18 年に渡り、県民とともに福島県を築いてきた佐藤栄佐久知事は突

然辞任させられた。何者かが作り上げた「謎の収賄事件」。裁判の過程で明らかになっ

ていく事実。裁判所は前代未聞の「収賄額０円」の有罪判決を出した。一体何の罪で有

罪になったのか。報道は操作され、ゆがんだ情報に国民が惑わされた。なぜ、原発に近

づくものは消えていくのか。 

上映日  2017 年 2 月 19 日（日）～3 月 3 日（金） 

開演時間 １３：２０ 

上映場所  桜井薬局セントラルホール（仙台市青葉区中央 2-5-10 桜井薬局ビル３F） 

      TEL 022-263-7868 

料金    前売り券 1000 円、当日：一般 1800 円、 

学生以下及びシニア（60 歳以上）1100 円   

 


