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E メールニュース「みやぎの九条」    NO248 

（2017年 4月 15 日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

今年の５月３日は日本憲法施行７０年 

 1948年 11月 23日に公布された日本国憲法は

翌年 5月 3日に施行され 70周年を迎えました。

一昨年の集団的自衛権の行使を認めた安保法制

改訂と南スーダンＰＫＯ派遣隊に改定にともな

う新任務「駆けつけ警護」と「駐屯地の共同防衛」

付与と「戦争できる国」に一歩足を踏み入れ、憲

法改定への動きは急を告げてきました。宮城県内

九条の会連絡会では憲法 9条の改定の動きに警

告を発して 5月 3日を期して、県内の全世帯を対

象にした大型チラシを作成して配布します。 

 このチラシ 1枚 4円もかかる立派なものですが、

県内の 130を超える九条の会に資金と配布の協

力を要請しています。現在、チラシ作成プロジェ

クトでチラシのイラスト、訴える内容を検討中で

す。右の写真は一次案で４つ折りチラシの表紙に

あたるところです。 

 

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 街頭宣伝 
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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 4月 19日（水）  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 18日、25日、5月は 9 日、16日、23日、30 日と

なります。(5月 3日は国際センターでの憲法記念日の行事のために宣伝活動は休みます) 

場所 仙台市中央通東二番丁 平和ビル前。 

 

許すな共謀罪！みやぎネットの街頭宣伝 

●毎週金曜日 12時から 13時まで。4月は 21日、28日、5月は 5日、12日、19日、26日 

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。 

◆ 5月 3日(月)の行動 

・  名取市 ヤマザワ前道路交差点 
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【これからの県内イベント情報】 

(一日のみのイベント) 

治安維持法の現代版「共謀罪」は許さない 

講演「共謀罪の本質と目的」 

  盗聴法＋秘密保護法＋共謀法は国民監視社会。今国会に上程の「共謀罪」は国民の暮ら

しからプライバシーまで完全に支配し、監視社会を作ろうとする危険なたくらみで許すこと

ができません。過去三度廃案に追い込まれた悪法をまたまたごまかしで押し付けるのを許さ

ず大いに学び、危険な狙いを掴みましょう。 

日時  4月 19日（水）18:15～20:15                   

会場  仙台市戦災復興記念館 ４Ｆ会議室 

講師  野呂 圭 弁護士(仙台中央法律事務所、宮城・革新懇世話人) 

資料代 500円 

主催  宮城・革新懇  022-227-2291(仙台法律事務所気付) 

 

あったか宮城 連続フォーラム 

県民が描く次の県政デザイン 

日時  4月 22日（土）18:15～20:45(17:45開場)                   

会場  仙台市戦災復興記念館 ５階会議室 

問題提起 中嶋 信さん(あったか宮城の会)「宮城県知事選の新たなかたち」 

話題提供 佐々木寛さん(新潟に新しいﾘｰﾀﾞｰを誕生させる会)「新潟県知事選勝利の要因」 

     草場裕之さん(弁護士)「オール宮城県への工程表」 

     須藤道子さん(女の平和ﾋﾟｰｽｱｸｼｮﾝみやぎ)「次の県政に寄せる期待・新らたな波

を」 

主催   被災者・県民が築くあったかい宮城の会 022-211-7002 

 

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 

 

５・３憲法を活かす宮城県民集会 

「日本国憲法施行７０年の世界史的意味」 

   

日時  5月 3日（水・祝）13:00～15:00(開場 12:30)                   

会場  仙台国際センター会議棟大ホール 

講師  水島友穂さん(早稲田大学法学学術院教授) 

入場無料・予約不要 

プログラム(予定) 

13:00 オープニング 

13:20 主催者挨拶、記念講演、集会アピール採択 

15:00 終了→アピール行進 2.4㎞ 1時間弱 

   (会場→青葉通→東一番丁通→市民の広場／市役 

  所前) 

主催  宮城県護憲平和センター、憲法を守る市民委員 

会、宮城憲法会議 

 

 

 

憲法記念日講演会 

「日本国憲法と吉野作造－施行から 70 年－」 

   

日時   5月 3日（水・祝）14:00～16:00(開場 12:30)                   

会場   吉野作造記念館研修室 

講師   中林暁生さん(東北大学大学院法学研究科教授) 

料金   一般 300円(常設展観覧可) 

申込   電話予約必要 0229-23-7100(吉野作造記念館) 

     宮城県大崎市古川福沼 1-2-3 
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いのち・愛・平和 歌い続けて 20 年 

「仙台合唱団 第 11 回 演奏会」 

イキの良い歌をそろえました！！365日の紙飛行機、糸から希望のうたまで。ゲストは笙

ＹＵＵ。 

 

日時   5月 14日（日）14:00～(13:30開場)                   

会場   日立システムズホール(仙台市青年文化センター)コンサートホール 

編曲指揮 小林康浩さん  ピアノ上野華純さん 

ゲスト  笙ＹＵＵ(高橋由宇)笙奏者、雅楽局に留まらずクラシックからジャズまでアレン 

ジ演奏。 

演奏協力 山形センター合唱団、みやぎ紫金草合唱団 

後援   (公財)仙台市市民文化事業団、公益財団法人宮城県文化振興事業団 

入場無料 一般 1000円、障がい者 500円、中学生以下無料 

入場券申し込み  仙台合唱団事務局 070-6493-5976にお申し込みください。(当日券の販

売はありません) 

 

東北女性弁護士会９条の会講演会 

「民主主義の危機をいかにのりこえるか」 

  安保法制が成立し、改憲勢力が国会議席の３分の２を超えた現在、改めて日本の危機は

どこにあり、これを打開する方策はどのようなものか。主権者として我々に課せられた課題

は何か。問題提起をしていただきます。 

日時  5月 19日（金）18:15～                   

会場  仙台弁護士会館 ４Ｆ 

講師  山口二郎さん(法政大学法学部教授・北海道大学名誉教授) 

入場無料・予約不要 

問い合わせ先  佐久間敬子法律事務所 022-267-2288 

小島妙子法律事務所  022-225-5108 

 

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」 
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 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  

 

(複数の日にわたるイベント) 

「母」宮城県上映会 

「小林多喜二の母の物語」の輪を宮城県内すみずみまで・・・ 

 裁判にかけないで／いきなり殺してもいいもんだべか／警察のしたことは／人殺しちゅ

うことにならないだべか・・・？ 

 官憲によって虐殺された小林多喜二の母の物語です。13歳まで、日本がかつて軍国主義

国家だった時代を経験し、今年 84歳になる老監督(山田火砂子さん)が戦争を二度としない

平和日本をと祈って作った映画です。３度の廃案にもかかわらず「共謀罪」が「テロ等準備

罪」と名前を変えて４度目の審議にかけられている今、思想を処罰する治安維持法とは何だ

ったのかを考えさせてくれる映画です。宮城県内すみずみまで上映の輪を広げるために「劇

映画『母』小林多喜二の母の物語」上映と観賞を広める宮城の会が作られ、各市町村ごとに

実行委員会を作って上映会を実施することを呼びかけています。 

 代表呼びかけ人 安孫子 麟(東北大・宮教大元教授)、油谷重雄(平和を祈る七夕市民の

つどい)、佐々木ゆきえ(新日本婦人の会本部会長)、平賀徹夫(カトリック仙台司教区司教)、

横田有史(治安維持法国賠同盟県会長) 

8月まで予定されている上映日程と会場 

＊5月 7日(日) 多賀城市民会館小ホール(450名)  3回上映 
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＊6月 24日(土) パレットおおさき(450名 大崎市)  3回上映 

＊8月 26日(土) 河北ビッグバン(400名 石巻市)     2回上映 

＊9月 1日(金) ｲｽﾞﾐﾃｲｰ 21小ホール(450名)     4回上映 

＊9月 5日(火) 太白区文化センター(750名)     4回上映 

＊9月 14日(木) せんだいしﾒﾃﾞｲｱﾃｰｸ(400名)     4回上映 

 

＊前売り券／一般・シニア・大学生  1100円 

＊当日券 ／一般・シニア 1500円  大学生 1300円  中高生 800円(当日のみ) 

問合せ 「劇映画『母』小林多喜二の母の物語」上映と観賞を広める宮城の会事務局 

    (シネマ東北内)           022-225-0986  FAX022-268-5264 

 

平成 29 年度前期吉野作造基礎講座(全 4 回) 

「吉野作造の文章を読んでみよう」受講者募集 

日時   第 1回 5月 7日（日）、第 2回 7月 2日（日）、第 3回 9月 3日（日）、 

第 4回 10月 1日（日） 

時間   いずれも 14:00～15:30                  

会場   吉野作造記念館研修室 

講師   氏家仁さん(吉野作造記念館館長) 

テキスト 「新女界」、「婦人公論」などの読みやすいものを中心にします。 

受講料  無料    

定員   30名(定員となり次第締め切り) 

申込   電話予約必要 0229-23-7100(吉野作造記念館) 

     宮城県大崎市古川福沼 1-2-3 

 

【各九条の会等の活動報告】 

(報告) 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～ 

九条を守る加茂の会では２０１７年４月２日、

午後１時半より加茂市民センターで、川端英子さ

んによる「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―」という題で講演会を開き

ました。参加者は 40名でした。 
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始めに、川端さんが育った戦争中の軍国主義教育を教育勅語の暗唱や奉安殿への最敬礼の

強制などを通して話され、その状況が現在安倍政権の進めている憲法改訂や教育勅語の復活

など戦前復帰につながることを批判しました。 

次に、川端さんが長年にわたって携わってきた「もっと図書館をつくる会」や「子ども文

庫」の活動について話され、子どもたちが本に親しみ、また本を読み聞かせることが子ども

の成長にとって極めて大事なことを強調されました。 

最後に、日本国憲法の前文と九条を仙台弁で紹介し、大きな拍手に包まれました。 

(九条を守る加茂の会 油谷さん) 

 (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。 

1冊の場合は送料込み 280円分の切手を注文書に同封してお送りください。 

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   
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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 


