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E メールニュース「みやぎの九条」    NO247 

（2017年 4月 1 日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

４月１９日の行動 

●仙台の 19日行動 

日時 4月 19日（水）  12:00～13:00 

場所 仙台市中央通東二番丁 平和ビル前 

内容 未定 

主催 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、宮城県内九条の会連絡会、戦争政策反対宮城県民連絡会  

●石巻市の 19日行動  

日時 3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 

 

◆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。4月は 4日、11日、18日、25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。 
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・  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。 

◆ 4月 3日(月)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。 

 

【これからの県内イベント情報】 

(一日のみのイベント) 

南小泉・蒲町校区 9 条の会第 7 回憲法カフェ 

どうして「家族の助け合い」は危険なのか！ 

 「憲法 24条ってなに？」「私たちの暮らしとどう関係あるの？」自民党は 24条をどう変

えようとしていて、変えられてしまったらどうなるの？」 

日本国憲法第 24条は結婚の自由、夫婦の平等を定めた条文です。自民党改憲案では、な

ぜ「家族」を強調しているのか「ねらい」はなんでしょう。講師に解き明かしてもらいます。 

 

日時   4月 2日(日)  14：00～16:00 (13:30開場) 

会場   若林区文化センター ２Fセミナー室 

講師   小宮友根さん(東北学院大学経済学部共生社会経済学科准教授) 

資料代  300円 

主催   南小泉・蒲町校区「９条の会」 

連絡先  仙台市若林区中倉３丁目 18-8  TEL022-231-2712  松尾 

 

憲法９条ってなにっしゃ Pａｒｔ４０ 

憲法に守られている私たちのくらし～図書館運動を通して～ 

 憲法は、普段あまり生活の中で身近には感じられませんが、これまで７１年間、戦争もな

く日本が守られてきたのは確かなこと。「仙台弁で語る日本国憲法」を聞き、憲法がくらし

とどうかかわっているか、改憲は本当に必要なのかなどを考えてみませんか。 

 



3 

 

日時   4月 2日(日)  13：30～15:30 

会場   加茂市民センター(泉区加茂４丁目) 

講師   川端英子さん(のぞみ文庫主宰) 

参加費  無料 

主催   ９条を守る加茂の会 

連絡先  油谷重雄 (加茂 5丁目) FAX022-378-5765 

 

加美「九条の会」第 2 回総会 

記念講演「憲法９条 平和のありがたさ」 

 憲法は平和を守るものだけではありません。学ぶこと、働くこと、幸せを求めること、す

べての国民が平等であること、これらすべてが憲法で守られています。でも、今の日本で起

こっている放射能問題、年金問題、沖縄・・・・ 

 

日時    4月 8日(土)  13：30～15:30 

会場    中新田公民館２階会議室(加美町字一本杉 105 0229-63- 2029) 

内容    記念講演(13:40～14:40) 

講師 佐久間敬子さん(弁護士、みやぎ憲法九条の会世話人) 

      総会(14:50～) 

資料代   100円 

主催    加美「九条の会」 

問い合わせ 0229-63-2946(友の会加美支部) 

  

市民と野党をつなぐ＠春の野外集会 

 秘密保護法 安保法制 盗聴法 テロ等準備罪(共謀罪) 緊急事態基本法 武器輸出三

原則の廃止 教育勅語を教育の柱とする小学校の設立？ この国は国民の貧困や格差など

の不安をよそに一体どこへ向かおうとしているのでしょうか？ 

日時    4月 9日(日)  13：00 開会  14:00～アピール行進 

会場    市民のひろば(仙台市役所前) 

内容    野党への共闘を求める賛同署名提出 

      市民の声リレートーク 

      野党各党の発言 

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 
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沖縄に学ぶ №6「いのちの森 高江」上映会－オスプレイにおびえ、怒り、

闘う高江の記録－ 

  映画の冒頭は、「国と機動隊に占拠された集落がある。東村高江である。」のナレーシ

ョンで始まる。豊かな自然と貴重な動植物のいのちを育んできたやんばるの森。その自然の

素晴らしさを伝えると同時に、基地建設や実弾演習からし自然と生活を守り、当たり前な生

活を守る闘いの歴史と、沖縄戦やベトナム戦争下での村落の歴史を伝えます。 

日時： 4月 12日（水）13:30～15:00                   

会場： 泉病院友の会ホール (仙台市泉区長命ヶ丘) 

入場料 無料 

主催： 泉病院友の会平和の委員会 378-3883 

 

一人のアメリカ人が米軍への“オモイヤリヨサン”の疑問に挑む！！ 

ドキュメンタリー映画「ザ・思いやり」上映会 

 日本の経済が困難な状況の中でなぜ日本人がここまでアメリカ軍を思いやらなければな

らないのでしょうか？アメリカとの条約においては一切義務付けられていない『思いやり予

算』は 1978年から始まり、日本人が自ら働いて支払っている税金から在日米軍へ 6兆円以

上が投入されてきました。話題のドキュメンタリー映画 宮城県初上映 

日時： 4月 15日（土） 

第 1回上映   9:30～正午 

第２回上映  13:30～16:00 

第 3回上映  17:30～20:00                   

会場： 吉野作造記念館 研修室(大崎市古川福沼) 

入場料 当日 一般  1000円   高校生以下  500円 

    前売 一般   800円   高校生以下 300円 

主催・前売り券販売・予約・問い合わせ   

オオサキ映画自主上映実行委員会(事務局吉野作造記念館内)  0229-23-7100 

 

核兵器禁止条約締結交渉開始へ 

記念講演「被爆者は命かけ叫ぶ」 

  2016年 10月。国連総会第一委員会(軍縮)で核兵器禁止条約締結交渉を 2017年に始め

るよう求める決議をした。アメリカの圧力に屈して決議に反対した日本政府はとんでもあり
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ません。交渉開始の状況や今後の展望について日本被団協事務局長として国連にも何回も足

を運んで核廃絶に向かって命をかけて運動を展開してこられた田中熙巳氏に語っていただ

きます。 

日時  4月 23日（日）14:00～16:00                   

会場  仙台市戦災復興記念館展示ホール 

講師  田中熙巳さん(日本被団協事務局長) 

資料代 500円 

主催  宮城県平和委員会  022-263-6650 

 

１から学ぶ！ 

吉野作造入門講座 

  吉野作造って誰！ なにをした人なの？ この講座は吉野作造について初めて学ばれ

る方を対象としています。 

 

日時  4月 23日（日）14:00～16:00                   

会場  吉野作造記念館講座室 (大崎市古川福沼 1-2-3) 

講師  小嶋 翔さん(吉野作造記念館主任研究員) 

受講料 無料＊大崎市市民大学対象講座 

定員  30人(定員となり次第締め切り) 

申込  電話予約必要 

問い合わせ 吉野作造記念館 0229-23-7100 FAX 0229-23-4979 

 

主催 大沢 9 条の会 協賛吉成９条の会 愛子 9 条の会 

第 11 回憲法 9 条桜まつり 

  

日時  4月 23日（日）11:30～16:00                   

会場  ドミニコ修道院(青葉区芋沢字青野木 257－1 最寄バス停 青野木下)  

     ＊仙台駅前バス乗り場 10番 畑前北行き 9:15発  12:15発 

参加費 大人 500円(子どもは無料) 

主な催し物(プログラム) 

・交流会(ランチタイム)＆展示即売会(11:30～12:50) 

・オープニング(13:00～)「すずめ踊り」(出演 子すずめチュンチュンさん) 

・ビデオ上映(放映番組から私たちが情勢を考えるうえで参考になるもの) 

・しゃべり場・９条(13:55～15:00)「戦争する国にしない・させない、9条こそ日本の強み」 
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・テイータイム(15:00～15:25) 手作りクッキーと紅茶 

・うたごえ喫茶 皆で楽しく歌おう(15:25～) 

   出演 鷲尾惠里子さん(ピアノ伴奏) 

＊キッズルームあり。若いお父さん、お母さんも家族連れで気軽にご参加ください。 

連絡先 090-7323-5059 安達喜美子 

 

吉野作造記念館企画展「暮らしの向上を求めて」オープニングシンポジウム 

「地域の中でこどものくらしを考える」 

 貧困家庭、教育格差、待機児童など子どもたちを取り巻く環境は近年悪化しています。こ

のシンポジウムでは地域の中で子どもたちを見守り、育てていくために何が必要かをみなさ

んと一緒に考えます。 

 

日時    5月 20日(日)  14：00～16:00 

会場    吉野作造記念館研修室(大崎市古川福沼 1-2-3) 

基調講演  門馬優さん(NPO法人 TEDIC代表理事) 

      NPO法人 TEDICは石巻で子どもたちへの学習支援、居場所づくり、子ども食堂

の運営など先駆的な活動を行っています。 

コメンテーター 千葉繁美さん(NPO法人 ｓｙｎａｐｓｅ４０) 

        千島優子さん(NPO法人 ハッピート大崎) 

司会      大川 真(吉野作造記念館) 

参加料     一般５００円 定員９０人 申込順(要予約 

主催    吉野作造記念館      共催 みやぎ生活協同組合  

後援    大崎市 大崎市教育委員会 

申し込み  吉野作造記念館 TEL0229-23-7100  FAX0229-23-4979  

 

【各九条の会等の活動報告】 

（報告）仙台の 19行動、チラシ 700枚配布 

仙台の 3月 19日行動は 1時から 4時半まで、仙台市中

央通東二番丁角の平和ビル前でリレートークを行いまし

た。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、宮

城県内九条の会連絡会、戦争政策反対宮城県民連絡会の共
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催で開催されました。オールみやぎの会葛西さん司会で進行、女性議員・元議員有志の会に

属するみやぎ県議会議員の福島かずえ、遠藤いく子、鎌田さゆりさんなどが次々演説、仙台

市議会議員のみなさんもマイクを握りました。自由法曹団より弁護士の小野寺義象さんが共

謀法の危険性についてお話し、県内９条の会連絡会より相原研一さん、調剤薬局に勤務の丹

藤さん、医療運動に携わっている武井さん、、テロにも戦争にもＮＯの会より須藤道子さん

と次々にマイクをとって市民に訴えました。 

自衛隊の南スーダンからの 5月末撤退と

いう発表を受け、みやぎ県内九条の会連絡

会等の市民の運動が事態を動かしたという

ことと、「5月末を待たずにすぐに撤退をさ

せよ。」と訴えました。薬局勤務している

丹藤さんからは「お金がなくて、処方され

た薬を購入できなくてあきらめる方も最近

は目立つ。防衛費を増やす一方で、年金給

付などの社会保障を減らす政権の動きは戦

争する国造りの結果現れだ」との指摘がなされました。 

自衛隊の「南スーダン派遣隊日報隠し」と森友学園に実は関係していたことで国会での答

弁修正になった稲葉防衛大臣の姿は「国民に嘘をついて政治をすすめる」安倍政権の姿を白

日のもとにさらしています。「国民の批判を封ずるための共謀罪法の閣議決定をするな」な

ど口々に訴えました。 

チラシ配布行動には各団体よりボランテイアとして 30人が参加して、700枚のチラシを配

布して市民に訴えました。 

 

(報告) みやぎ農協人九条の会第八回総会 

「安倍農政・ＴＰＰ『農協改革』今後の農業はどうなるのか？」 

みやぎ農協人九条の会の第八回呼びかけ人総会が 3月 18日（土）、仙台市内で開催され、

60人を超える方が参加しました。第一部は講演会。東北大学の冬木勝仁先生が「安倍農政・

TPP/農協改革。今後の農業はどうなるのか？」と題して 1時間 20分の講演。その後の質疑

応答で今後の農政がどうあるべきかについて深めました。TPPは破綻しましたが、日本政府

が TPPで発表した対外公約は生きています。譲歩に譲歩を重ねた日本の TPP案を土台にして、

今からの対外交渉が進みます。特にアメリカは TPPの日本政府の国会承認を土台にここから

の譲歩を狙うよう圧力をかけてきます。これらにどう対応していくか。また政府は農協解体
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路線ともいうべき「農協改革」をさらに深める方針です。単に JAの問題ではなく、日本の

協同組合全体に掛けられてきている攻撃としてとらえ、協同組合人・協同組合は共同して「協

同組合」を守る視点で共同する必要があります。 

総会では 2016年度の反省と 2017年度の方針を検討。また新しい役員を 25名選出しました。

木村春雄顧問（現）、阿部長壽参与（新）、三浦弘康会長（新）、伊藤隆之事務局長（現）

などです。25名の内、20名が JA出身か農業関係の学者。阿部長壽会長が参与となり、三浦

弘康副会長が会長に、また官沢健一副会長が退任しました。 

みやぎ農協人九条の会は毎月、世話人会を開催して、農業と農家をめぐる情勢と活動方針を

検討しています。地域・地場に足を置く、しっかりした活動を JAと共に進めていくことを

確認しました。終了後、21名で懇親会を開催しました。安倍政権は「農協改革」や「ＴＰ

Ｐ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？ 

 

(書籍の紹介)話し合うことが罪になる 

一
いち

からわかる共謀
きょうぼう

罪
ざい

  

 オリンピックを利用しテロ対策の名のもと共謀罪の制定を

図る。2020年の東京オリンピック・パラリンピックの成功に

はテロ対策が必要と外国人への警戒心をあおり、国内におけ

る市民監視・管理を強化しようとしています。その最たるも

のが「テロ等組織犯罪準備罪」と名前をかえただけの共謀罪

の新設です。共謀罪は市民が法律に違反することを話し合う

だけで罰することができる思想言論取締法です。この間、盗

聴法反対や秘密保護報に反対して活動を続けてきた「秘密保

護法」廃止へ！実行委員会、解釈で憲法壊すな！実行委員会、

盗聴法廃止ネットワークが協力してパンフレット「一からわ

かる共謀罪」を発行しました。たいへん分かりやすく編集さ

れていますので、地域での学習会テキストに最適です。 

みやぎ憲法 9条の会では発行元よりまとめて取り寄せ、希

望者にお分けしています。みやぎ憲法九条の会にお申し込みくだされば 5冊以上で送料を九

条の会負担でお送りいたします。 

 

署名    「一からわかる共謀罪」Ａ５版４７ページ  

頒布価格  1冊２００円  ５冊以上で送料無料とします。 

みやぎ憲法九条の会事務局で 1冊から現金交換でお分けいたします。 
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注文方法 

 住所、氏名、電話番号、希望冊数ご記入の上、みやぎ憲法九条の会事務所に郵送してくだ

さい。ＦＡＸ、メールでの注文も可。 

支払方法   

送付する本と一緒に郵便振替用紙を同封するので、近くの郵便局より振込お願いします。 

宛先 みやぎ憲法九条の会 〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1-2-45 フォレスト仙台５Ｆ 

  TEL022-728-8812  FAX022-276-5160 


