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E メールニュース「みやぎの九条」    NO250 

（2017年 5月 15 日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

５月の１９日行動 

●仙台の 19日行動 

日時 5月 19日（金）  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 

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 5月 19日（金）  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。5月は 16日、23日、30日、6月は 6 日、13 日、20 日、

27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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許すな共謀罪！みやぎネットの街頭宣伝 

●第 1・第 3金曜日 12時から 13時まで。5月は 19日、6月は 2日、16日。 

場所 仙台市中央通東二番丁 平和ビル前。 

 

6 月 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。 

●名取市    ヤマザワ前道路交差点 

●宮城野区   坂下交差点 

 

【これからの県内イベント情報】 

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 

 

みやぎ２０１７市民の憲法行事参加企画 

「日本 AALA60 年史を編集して見えてくるもの」 
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  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 20日（土）18:10～18:40 2017年総会 18:50～20:50 講演 

講師  田中靖宏さん(ジャーナリスト：日本 AALA国際部長)                     

会場  アエル６F 中小企業活性化センター研修室セミナールーム B 

資料代 500円(会場費含む) 

連絡先 小林 090-2369-6186 

 

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(土)  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  

 

映画上映『高江－森が泣いている２』 

 ヘリパッド工事が強行される米軍北部訓練場の内側を画く。「高江－森が泣いている」(第

1部)と「高江－森が泣いている」(第２部)を 2本立て上映。「復帰」45年、５・１５沖縄

行動の報告も予定しています。 

 

日時    5月 20日(土)   



4 

 

会場    日立システムズホール仙台エッグホール(仙台青年文化センター、地下鉄旭ヶ

丘駅下車、徒歩 3 分) 

1 回目上映 13:30～   2 回目上映 17:00～ 

入場料   前売 800 円   当日 1000円  学生 500円      

主催    とめよう戦争への道！百万人署名運動宮城県連絡会 TEL090-8922-5418(立

石)  

      

講演会「私の出会った子どもたち」 

～アジアや中東、そして日本の被災地の取材から見えてきたこと～ 

  

日時    5月 21日(日) 14:30～16:00   

会場    フォレスト仙台ビル２Fホール(仙台市青葉区柏木 1-2-45) 

講師    安田菜津紀さん(フォト・ジャーナリスト) 

参加費   500 円(高校生以下無料)      

主催    一般財団法人 宮城県教育会館 みやぎ教育文化センター 022-301-2403 

 

戦争を語り継ぐ映画会「ひめゆりの塔」上映会 

1943年半ば、沖縄の師範学校・中学校の生徒は、飛行場建設などの勤労奉仕に動員され

た。1945年 3月には、県内全生徒を軍人・軍属として動員し、男子は「鉄血勤皇隊」や「通

信兵」に、女子は「従軍看護隊」に編成され各部隊に配属された。 

師範学校女子部と県立第一高等女子学校の生徒 200余人は、艦砲射撃と艦載機の機銃掃射が

続くなか、弾丸運び、水汲み、死体運び、負傷兵の手当てと立ち働いた。 

軍は退却しながら住民を犠牲にした抗戦を続け、女子学生たちは次第に追い詰められていく。 

日時：5月 24日（水）13：30～15：40 

会場：泉病院友の会ホール（泉区長命ヶ丘 2-1-1） 

参加費：無料 

主催：泉病院友の会平和の委員会（378-3883） 
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緊急企画 

５．２７共謀罪 NO！ みやぎ県内一斉行動 仙台集会 

 国民の内心の自由を奪う共謀罪４度目の廃案へ追い込

め！！ぜひご参加ください。塩釜・名取などでも、一斉行

動を計画中。５・２７全ての市町村から「共謀罪廃案」の

声を響かせましょう！ 

 

日時：5月 27日（土）午前 11時～ 

場所：元鍛冶丁公園 

主催：許すな共謀罪！みやぎネット 

   事務局 宮城憲法会議（小野寺）022－262－1901  

 

 

 

 

 

 

大崎九条の会連絡会 

「共謀罪に反対する県北大集会」 

集会・デモ行進を予定し、マスコミにも呼びかけます。国民に注視されるような取り組み

にする予定です。 

 

日時：5月 27日（土） 14:00～16:00 

場所：大崎市旭中央公園 

主催：大崎九条の会連絡会 

事務局：涌谷九条の会 阪口暢英代表と小畑事務局員(0229-25-7607) 

    

宮城女性九条の会第 36 回憲法講座 

「平和憲法が育てた砂漠の緑」－アフガンに活かされた日本の憲法－ 
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DVD『アフガニスタン 用水が運ぶ恵みと平和』(朗読：吉永小百合 語り：濱中博久)の鑑

賞(30分)の後に、日本国憲法前文がめざしている三つの精神と現在の憲法情勢についてお

話いただきます。 

 

日時    5月 27日(土)  13：30～15:30 

会場    宮城野区中央市民センター３F 第 3会議室(JR仙石線陸前原ノ町駅のすぐ隣) 

講師    草場裕之さん(弁護士) 

参加費   300円  

主催    宮城女性九条の会(仙台市青葉区上杉 2-1-10 仙台 YMCA 会館内) 

連絡先   090-5832-6836(鹿戸)または 022-241-0429(門脇)  

 

名取九条の会結成１１周年記念行事 

「日本国憲法施行 70 年、その原則を考える」 

 戦争する国づくりへの暴走を止めて、憲法 9条を守り、生かすために 

 

日時    5月 27日(土)  13：30～(開場 13:00) 

会場    みやぎ生協名取西店２Ｆホール(ＪＲ名取駅西口から徒歩 3分) 

第一部   講演「日本国憲法の原則を生かす」(仮題) 

講師 宇部雄介弁護士(仙台中央法律事務所) 

参加費   無料(平和好きな人ならどなたでも参加できます)  

主催    名取九条の会 

連絡先   後藤 090-2364-6011 阿部 090-9530-9330  

 

 

教科書問題を考える県民のつどい 

新学習指導要領と「道徳」の教科化にどう立ち向かうか 

 新学習指導要領の問題点って？ 「道徳」の教科書はどんなものを？ 

 

講師    石山久男さん(子どもと教科書全国ネット２１常任運営委員) 

日時    5月 28日(日)  13：30～16:30 

会場    フォレスト仙台 2階第 7会議室(仙台市青葉区柏木 1-2-45)  

参加費   無料(教科書問題に興味・関心のある方はどなたでも参加できます)  
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問い合わせ先  宮城県教職員組合 022-234-0141 Ｅmail：kyobun＠mtu.or.jp   

 

学習講演のつどい講演 

「盗掘されたアイヌ民族遺骨」－現在のアイヌ民族をめぐる諸問題－ 

 北大医学部動物実験室に動物と一緒に並んでいる人骨は、アイヌ民族の墓を掘り出して持

ち去られたものです。アイヌの人たちが北大を相手に遺骨返還を求めて訴訟しました。現在

も係争中です。この国は何をしたのか、盗掘された遺骨返還訴訟などアイヌ民族の歴史・現

在を学びます。 

 

講師    榎森進さん(東北学院大学名誉教授) 

日時    6月 3日(土)  14：00～16:00(開場 13:30) 

会場    戦災復興記念館４階 第 2会議室  

資料代   300円 

主催    東北大学職員組合 022-227-8888  

  

みやぎ 2017市民憲法行事企画 

アベ内閣と「慰安婦」問題の今－歴史と責任に向き合うために 

日本政府は“「慰安婦」問題は終わった”とする態度をとっていますがそうでしょうか。

2015年末の「日韓合意」の後、韓国では被害者の意向も聞かず合意したことに市民の批判

の声が高まっています。また、韓国だけが被害国ではないと東チモール、インドネシア、フ

ィリピンの被害者が東京で集会を開き、問題の深刻さと被害の大きさが示されました。 

日時：6月 4日（日）13：30～16：00 

会場：エル・パーク仙台６Fセミナーホール 

講師：渡辺美奈さん（「女たちの戦争と平和資料館」(ｗａｍ)事務局長） 

参加費：500円 

主催：日本軍「慰安婦」問題の早期解決をめざす宮城の会 

連絡先：仙台中央法律事務所内 090-2023-9076 
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公開シンポジウム 

「大正期の経済思想－吉野作造とその周辺―」 

日時：6月 10日（土）13：30～17：00 

会場：吉野作造記念館研修室 

パネリスト： 

  武藤秀太郎(新潟大学) 「堀江帰一と吉野作造－中国との関わりを中心に－」 

  山本 長次(佐賀大学) 「武藤山治と吉野作造－温情主義経営と労働問題に関する議論

を巡って－」 

  田中 秀臣(上武大学) 「住谷悦治と吉野作造－東大講義から『閑談の閑談』まで－」 

参加費：無料 

主催：日本経済思想史学会 2017年度大会事務局、共催：吉野作造記念館 

問合せ：吉野作造記念館  0229-23-7100 

 

戦争体験を語り継ぐ会 

「わたしの戦争体験～仙台空襲を体験した川端英子さんの話～」 

1945年 7月 10日未明、仙台市中心部は 123機のＢ29により２時間余りの間に 917トンの焼

夷弾が投下された。約 1 万 2千戸が焼失、火災と煙が渦巻く中を逃げまどい、炎の海の中で

千人を超す尊い命が奪われ、街の中心部は焼け野原になった。 

1935年生まれの川端英子さん（のぞみ文庫主宰）に、当時の世相や暮らしの様子、空襲下

のできごと、終戦後の社会の変化、日本国憲法への思いを話していただきます。 

日時：6月 13日（火）13：30～15：30 

会場：泉病院友の会ホール（泉区長命ヶ丘 2-1-1） 

語り部：川端英子さん（のぞみ文庫主宰） 

参加費：無料 

主催：泉病院友の会平和の委員会（378-3883） 
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気仙沼 9条の会発足記念講演会 

「作品にこめた平和への願い」 

直木賞、山本周五郎賞Ｗ受賞作家であり気仙沼市にゆかりの深い熊谷達也さんにお出でいた

だき、非核宣言都市気仙沼市、市教委に後援を依頼しております 

日時：6月 24日（土）13：30～15：30 

会場：気仙沼市民会館 中ホール 

講演：熊谷達也さん（直木賞作家） 

参加費：500円 

主催：気仙沼九条の会 

問い合わせ：気仙沼 9条の会事務局  佐々木 090-2989－4002 

 

(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) 

９月まで予定されている上映日程と会場 

＊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 
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＊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 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】 

第 11 回憲法 9 条桜まつり 

大沢九条の会は吉成 9 条の会、愛子 9 条の会の協賛を得て、4 月 23 日(日)に毎年開催し

ている憲法 9 条桜まつりを開催しました。会場はドミニコ修道院で大人 500円の参加費をい

ただいて開催しました。 

 今年の桜まつりは、アメリカの大統領がトランプ氏に代わり、朝鮮半島をめぐる軍事的緊

張が高まる中での開催になりました。昼の交流会には、民進党の郡和子衆院議員をはじめ、

共産党の遠藤いく子、花木則彰、ふなやまの各議員、社民党の樋口議員が参加されました。

北朝鮮や中国の「脅威」を利用して、安倍政権がアメリカとの「軍事的一体化」と憲法の「空

洞化」を進める中で、今回の集いは、市民と野党の共闘の必要性を身近に実感できる良い機

会になりました。また、「しゃべり場 9条」では、前回に引き続き、草場裕之弁護士より今
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国会で審議されているテロ対策に名を借りた市民の活動を監視・取り締まる「共謀罪」につ

いてお話していただきました。 

満開の桜の中、オープニングは、子すずめチュンチュンさんの躍動感あふれる「すずめ踊

り」。また、「うたごえ喫茶」は、高野原在住の鷲尾さんの幻想曲「さくらさくら」の素敵

なピアノ演奏で始まり、次いで、「朧月夜」から懐かしの昭和歌謡「銀座カンカン娘」、「春

よ来い」まで皆さん大きな声で歌って大変盛り上がりました。 

 

 

(報告)将監でスタンディング 

憲法九条将監の会では 4 月 25 日に開催した例会の前に泉郵便局前バス停で「憲法 9 条を壊

すな」「戦争はさせない」とスタンディングを 10 人で行いました。例会では共謀罪の勉強

と会員の関心の高かった中国・北朝鮮の動向について基本学習をした後、自由討議をしまし

た。 
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(報告)進んでいます「日本国憲法施行７０年」大判チラシ 

 5月 3日の憲法施行記念日に安倍首相が「自民党総裁」と

して読売新聞のインタビューに答えて 2020年東京オリンピ

ックまでに憲法 9条に 3 項として「自衛隊」を明記した新し

い憲法を施行すると言明しました。 

70周年を迎えた平和憲法もいよいよ正念場、宮城県内九

条の会連絡会のチラシ 30 万枚をもれなく配付しきろうと各

九条の会で取り組みを強めています。鶴ヶ谷地域九条の会で

は 13 日(土)の総会と記念講演会を告知するチラシを挟んで、

4500枚配布しました。チラシを読んで「九条の会の主旨に

賛成」との反応もあり好評です。配付に協力してくれた方は

13人でした。 

まだ 5万枚ほどの残枚数があります。各九条の会で未配付の地域で「あそこはぜひ」とい

うところがありましたらみやぎ憲法九条事務局にお申し込みください。電話 022-728-8812 

 

(報告)５・３憲法を活かす宮城県民集会 1000 人集合 

5月 3日(水・祝)、仙台国際センター大ホールで５・３憲法を活かす宮城県民集会が開催

され会場いっぱいの 1000 人がつどいました。早稲田大学法学学術院教授水島朝穂さんは「日

本国憲法施行 70年の世界史的意味」と題して講演、ベルリンの壁崩壊から 27年、トランプ

大統領の登場によって新たな「壁」思考が始まった。憲法改正を巡って海外での状況を解説

し、「憲法とは何か」をあいまいにした議論、即ち「憲法は権力を縛るもの」ということを

あいまいにし、「みんなで守る」ことを強調して権力の行使を容易にする動きが目立ってき

ている。自民党改憲草案と安倍改憲発言もこの流れにあると、この間の一連の動きを批判し

た。 

日本国憲法は戦前の教訓から９条で対外戦争の放棄と陸海空軍の戦力を保持しないこと

を明確にした世界でも類例のないものである。戦前の治安維持法と特高による国民抑圧、戦

争遂行から反省して、高い人権条項をそなえ、31条から 40条まで刑事手続き上の国民の権

利を明確にしている点でも特徴的である。 

「占領軍に押し付けられた憲法」だから変えるという改憲の試みもあったが国民に支持さ

れてきたので改憲は出来なかった。ところが、2014年の「７．１集団的自衛権行使容認閣
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議決定」によってこれまでの憲法解釈を変え、安保関連法を大部分の憲法学者が違憲だとい

う中で、国民への説明も不十分なままで強行採決した。これは立憲主義の破壊だ。だから、

改憲派の学者も含めてみんな反対したのだ。 

憲法を変えるには①変える側に高い説明責任、②十分な情報開示と自由な討論、③塾議の

時間と期間を保証する作法が必要である。性急に改憲を急ぐ安倍首相は「森友学園疑惑」に

ついて、数々の証拠が出てきているにも関わらず、一貫して質問をはぐらかして回答してい

る。水島氏は議論を回避していることは「説明責任の放棄」だと指摘し、作法を守っていな

いと批判した。 

＊前号において講演者の水島朝穂氏のお名前を「友穂」と間違って記載しました。お詫びし

て訂正します。 

 

「憲法９条を守り生かす宮城のつどい２０１７」第 1回実行委員会開催 

5月 9日（火）フォレスト仙台 501号室で「憲法９条を守り生かす宮城のつどい２０１７」

第 1回実行委員会が開催されました。今年の実行委員は相原研一(マスコミ九条の会)、池上

武(みやぎ憲法九条の会)、砂金静子(仙台地区教職員 9条の会)、板垣乙未生(みやぎ憲法九

条の会)、薄木芳美(みやぎ生協)、大益克彦(仙台駅東 9条の会)、岡村朋子(うたごえ 9条の

会)、後藤不二夫(名取９条を守る会)、佐々木千鶴子(仙台地区教職員 9 条の会)、佐藤修司(と

みや 9条の会)、佐藤博子(みやぎ憲法九条の会)、篠原富雄(鶴ヶ谷地域九条の会)、白石弘

重(吉成憲法九条の会)、須藤道子(泉パークタウン九条の会)、立谷邦江(上杉九条の会)、松

本研一郎(みやぎ生協)のみなさんです。 

 今年の憲法をめぐる情勢とつどいを開催する位置づけ等について自由に論議したあと、大

枠次のことについて確認しました。 

 日時：11月 19日(日)13:00～15:30 

 会場：仙台サンプラザ大ホール 入場無料 

 講演：木村草太さん(首都大学東京教授) 

 文化企画：スイングロイヤーズ(仙台弁護士会に所属するメンバーのジャズバンド) 


