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E メールニュース「みやぎの九条」    NO251 

（2017年 6月 1 日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

第４回東北６県市町村長九条の会連合総会が仙台市で開かれ、総会は「緊急アピール」を発表しました。 

安倍首相の九条改憲に反対する緊急アピール 

 日本全国民の皆さん、都道府県知事・市区町村長の現職の皆さん、元職の皆さん、 

 私たちは、政党政派にとらわれず、人類の宝・平和憲法九条を守り活かすために、｢九条を守り活かす

心は一つ｣、｢一人の百歩より百人の一歩｣を合言葉に、全国で初めて２０１４年５月「東北六県市町村長

九条の会連合」を秋田市において結成しました。 

 そもそも私たちは、地方自治の確立こそ 21世紀の国づくりの要であると信じ、市町村民のいのちとく

らしを守ることを究極の使命とし、これを脅かすものに首長として身命を賭して立ち向かってまいりま

した。 市町村民のいのちとくらしを脅かす最大のものは、戦争です。市町村民が戦火に巻き込まれ、

戦争に駆り立てられることがないように、憲法九条を守り活かさなければなりません。 

しかるに、安倍首相は日本国憲法施行７０年の今年、しかも憲法記念日の５月３日改憲の発言をし、そ

の施行は２０２０年と時期までも明らかにしました。しかもその詳細は一新聞を見てくれと国会で暴言

を吐きました。まさに民主主義を否定し、国会を軽視した発言です。 

そもそも行政府の長が改憲に立ち入ることは、憲法第９９条の憲法尊重擁護義務に反する違憲行為であ

り、断じて許されません。よって今後私たちはこれに満身の怒りを込めて抗議し、安倍首相に発言の撤

回と、その責任をつまびらかにすること迫っていきます。 

しかもその改憲は憲法九条に第三項を加え自衛隊を明記するとは、言語道断です。 

これは、国民が日本国憲法施行７０年間、九条を国民の誇りとし人類の宝として守り活かしてきた平和

の木に、銃砲を接ぐ愚行であります。九条第二項を死文化し、海外で無制限の武力行使を可能にする安

倍首相の意図は、憲法九条が日本の平和に大きく貢献してきたと考える圧倒的多数の国民に、弓を引く

ことにほかなりません。私たちがこれを座視することは、前の大戦で犠牲になられたアジア諸国などの

２，０００万人や日本国の３２０万人の方々に言い訳が立たず、未来の日本国民に真っ暗の闇を残すこ

とになります。 
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私たち「東北 6県市町村長九条の会連合」は第４回総会を開き、憲法九条の理念を高く掲げ、この九

条改憲の危機に真正面から立ち向かい、全国７，０００を超える｢九条の会｣と手を携え、「市民と野党

共闘」を実現させ、安倍首相の発言を徹底的に粉砕する決意であります。 

日本全国の皆さん、都道府県知事・市区町村長の現職の皆さん、元職の皆さん、この運動に幅広く参加

されることを心から訴えます。 

２０１７年５月１９日   仙台市にて         東北６県市町村長九条の会連合  

               第４回総会出席者  

青森県・市町村長九条の会 木下千代治（元大畑町長）、古村一雄（元浪岡町長） 

地方自治に日本国憲法の理念を活かす岩手県市町村長の会  伊藤正次（元前沢町長） 

憲法九条を守る秋田県市町村長の会  鈴木俊夫（湯沢市長） 

憲法九条を守る首長の会  川井貞一（元白石市長）、鹿野文永（元鹿島台町長）、森 久一（元山元

町長）、狩野猛夫（元松山町長）、松村行衛（元七ヶ宿町長）、大関健一（元栗駒町長） 

福島県市町村長九条の会  伊藤 寛（元三春町長）、佐藤 力（元国見町長） 

山形県首長九条の会  渡部 章（元高畠町長） 

（オブザーバー）茨城県  川田弘二（元阿見町長）、市川紀行（元美浦村長）、村上達也 （元東海

村長） 

 

６月の１９日行動 

●仙台の 19日行動 

日時 6月 19日（月）  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 6月 19日（月）  15:30～16:30 

場所 石巻工業高校前蛇田交差点 
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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。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。 

 

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。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】 

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－ 
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 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 

 

総会＆記念講演 

マスコミが言わないこと！！～アベノミクスのゆくえ～ 

「消費税率を再延期したのはなぜ？経済活動は人間の営みであって、人を幸せにするもの

でなければならず、基本的人権の礎となるもののはずが・・・・！？ 
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日時：6月 8日（木）13：00～15：30 

   総会 13：00～13：40  記念講演 14：00～15：30 

会場：仙台市民会館小ホール(仙台市青葉区桜ケ岡公園４－１) 

講師：浜 矩子さん（同志社大学大学院ビジネス研究科教授） 

参加費：無料 

主催：消費税率引き上げを止めさせるネットワーク宮城 

お問い合わせ：仙台民主商工会 022-727-6401 

 

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 

 

平和と憲法のつどい 

徹底討論「安倍政治は私たちをどこに導くのか」 

民主主義も、憲法にもとづいて政治を行うという立憲主義も無視する政治の劣化に対して、

私たちはどう向き合っていけば良いのでしょうか。佐久間敬子弁護士に核心を解説していた

だきながら、皆さんで大いに語り合いたいと思います。 
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日時：6月 11日（日）13：30～16：00 

会場：高森市民センター 

ファシリテータ―：佐久間敬子さん(弁護士) 

参加費：無料 

主催：泉パークタウン九条の会 

連絡先  薮田 佳則 070-5470-2358  手代木彰雄 090-8252-6685 

 

こごた憲法９条の会 10 周年のつどい 

講演「改憲声明を発表した自民党総裁～平和な暮らしが危険に～」 

 講演、リレートークと終了後(15：30頃)アピール行進をします。 

 

日時：6月 11日（日）13：30～16：00 

会場：小牛田中央コミュニテイセンター 

講師：草場裕之さん(弁護士) 

リレートーク： 

①「南十字星の見える戦場」を出版して考えたこと  玄松院副住職 三浦正恵さん 

②「教え子を戦場に送らない」  宮城白萩の会古川支部長 千田秀子さん 

③「憲法を守るのは誰か」  美里町まちづくり会議 吉田 實さん 

主催：こごた憲法九条の会   連絡先  石塚登輝男方(32-3386) 

 

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。 
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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） 

 

講演「低線量被ばくによる健康被害」 

 宮城県は 8000ベクレル／㎏以下の放射能汚染物質を焼却・すきこみ・堆肥化処理しよう

としていますが、処理しても放射能は消えることはなく、環境に拡散するばかり。現在月間

１ベクレル／㎥降り注いでいる放射性セシウムがこの処理では拡散するばかり、低線量被ば

くの危険性が高まります。 

 

日時：6月 17日（土）13：30～16：00(開場 13：00) 

会場：せんだいメデイアテーク ７F 

講師：崎山比早子さん（元国会東京電力福島原子力発電所事故調査委員会委員） 

参加費：入場無料、事前申込不要(但し、先着 180名) 

主催：NPOきらきら発電・市民共同発電所、生活協同組合あいコープみやぎ、日本キリスト

教団東北教区放射能問題支援対策室いずみ 

連絡先：きらきら発電(022-379-3777 FAX兼用) 

 

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 
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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 

 

DVD上映と講演のつどい 

「松川事件のたたかいを世界記憶遺産に」 

日時：6月 25日（日）15：00～17：00 (開場 14：30) 

会場：仙台弁護士会館４階大会議室 

講師：吉田吉光さん(「松川事件を世界遺産に登録を」実行委員会事務局長) 

資料代：300円 

共催：宮城憲法会議、宮城革新懇、自由法曹団宮城県支部、宮城県労連、国民救援会宮城県

本部 

連絡先：国民救援会宮城県本部 022-222-6458 

 

(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
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『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 

＊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】 

(報告)東北 6 県市町村長九条の会連合第４回総会開催 

現・元首長学者・実務者 31 名集合 茨城県よりも 4 名のオブザーバー  
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九条の会の主旨に賛同している東北地方の首長・元首長が

各県で結成している「九条の会東北連合第４回総会」が仙台

のガーデンパレスで開催され３１人が参集しました。 

総会では東北地域の九条の会としていち早く共謀罪につ

いてアッピール発信し、翌日開催された第 7回九条の会東北

交流会で紹介されました。翌 20日は石巻・女川の被災地の

復興上について調査しました。アッピールはニューストップ

に掲載。 

 

第 7 回九条の会東北交流会開催 

5 月 20 日(土)安倍改憲発言を受けて東北各県の九条の会運動方向討論 

7年前に宮城県を起点に各県持ち回りで開催された九条の会東北交流会は昨年の青森県で

の開催で一巡し、再び宮城県に戻ってきました。これまでの交流会では講演を中心に各県活

動の中心メンバーの力で 300人から 400人の集会を成功

させ、担当した県の九条の会運動の活性化に大きく貢献

してきました。今回は一巡したことを機会に開催の方法

の再検討し、テーマごとの分科会で少人数の討論を中心

とした開催でした。全体会および分科会の討論をまとめ

た記録集を作成する予定です。 

参加者は参加予定を大きく超えて59人の参加でした。

多くの参加者が発言し、活発な意見交換ができました。 

 

 

「テロ対策」なんてウソ！ 

許すな共謀罪！宮城県内一斉行動 

 「テロ等準備罪」や共謀罪の新設を含んだ組織犯罪処罰法が 5月 23日に衆院で可決され

ましたが、国民はあきらめることなく、参院の審議で廃案にしようとがんばっています。 

 ４度目の廃案へ追い込め！！を合言葉に 5月 27日・28日に全県で緊急集会が開かれまし

た。 

 

5月 19日(金) 

多賀城：共謀罪法案が衆議院で強行採決か、と緊迫する

国会情勢を何としても押しとどめようと、５月１９日、

下馬駅前ほか塩竃地域で朝の一斉宣伝活動が行われまし
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た。下馬駅前では２９名が参加し、プラスターを手に、チラシ３００枚の配布、マイクでの

宣伝を行い出勤中の市民、高校生に訴えました。 

 宣伝行動は、下馬駅のほか、本塩竃駅、東塩竃駅、利府（昨日１８日、利府街道のトヨタ

近辺でのスタンディングアピール）でも行われました。 

 多賀城は駅前近くの砂押川の土手で１３時～１５時までスタンディングアピール。 

 

5月 27日（土） 

仙台 ：午前 11時～元鍛冶町公園(400人)主催した許すな共謀罪！５・２７宮城県内一斉

行動実行委員会を代表して草場裕之弁護士があいさつ。来賓の仙台弁護士会前田誓也副会長、

日本共産党からは遠藤いく子県議、社民党からは樋口典子仙台市議があいさつをしました。

そして元仙台高裁判事の守屋克彦弁護士が「共謀罪法案の問題点」を指摘しました。集会ア

ピールを採択し、民主党の郡和子衆議院議員も一緒にアピール行進をしました。 

 

塩釜 ：千賀ノ浦緑地公園(140人) 

塩釜地域集会は１４０名が参加し市内を行進しました。地域を代表して佐藤孝一坂総合病院

事務局長、多賀城懇話会（革新懇）、新婦人塩釜支部の代表３人が決意表明のあいさつをし

ました。佐藤事務局長は院内で DVD を使った学習会がきめ細かく取り組まれており、リハ

ビリ室では７０人全員が視聴し、看護師長会議などでも視聴し「これが通されたら、周りの

人が私のことを見張っているのではないかと相互に不信になるから怖い」などと感想が出さ

れていることを紹介しました。民医連は一貫して戦争政策に反対する綱領をかかげ、平和な

社会を作るために地域に人々と一緒になって奮闘してきた。阿倍内閣は戦争する国づくりの

ためにその一環として共謀罪法を作ろうとしているが、これが通ったら憲法改悪反対の行動

そのものが「共謀罪違反」で取り締まりの対象となる、絶対に廃案にしましょう。と力強く

訴えました。坂病院友の会利府ブロック主催の「介護保険学習講演会」が同時間帯で開催さ

れ、20名が参加しました。講師は、許すな共謀罪！塩釜ネット副代表の福岡さんがつとめ、

講演の中で共謀罪の問題にふれ、廃案しかないと話しました。講演後に、塩釜地域集会と同

じ集会決議を読み合い、拍手で採択しました。ですから、塩釜地域集会の参加者は１４０＋

２０で１６０名です。 

 

 

気仙沼：午前 11時より本郷 BIGハウス前でリレートークとスタンデイング 
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 本郷の県道気仙沼唐桑線沿いで共謀罪廃案を訴える横断幕とポスターを掲げてスタンデ

ング、道行くドライバーや歩行者に呼びかけました。気仙沼本吉民主商工会や気仙沼９条の

会、新日本婦人の会など 7団体 14人が参加しました。 

 

名取 ：午後 1時 30分からみやぎ生協名取西店２Fホールにて学習決起集会(49人) 

名取九条の会は大判チラシ 1 万枚を終える。5 月 27 日までに予定した地域への配布はほ

ぼ終了。市の全世帯数 3 万戸の 1/3 に当たり今までの最も多い扱い数となった。午後はみや

ぎ生協名取西店での本集会を開催、仙台中央法律事務所の宇部雄介弁護士を講師に「未来に

禍根を残す”共謀罪法案”を廃案に」と題して講演をいただき、質疑で内容を深めました。 

「取り組みを急がないと時間がない」「私の父は、治安維持

法・レットパージで何回も警察に連れていかれた」「恐れる

ことなく、行動しよう」などの意見が出されました。発言者

は 9 人。質問には宇部弁護士から丁寧に考えが述べられ、学

習の成果をどう生かすか?「とにかく危ない法案であり、法務

大臣のいい加減な答弁のとおりであり、信頼のおけるもので

はないことを大いに訴えることが大切」と解説されました。参加者は名取のほかに、岩沼、

仙台、蔵王、遠刈田温泉から 12 人の方が参加した。 

 

県北 ：大崎市では 14:00～16:00にあさひ中央公園で大崎九条の会連絡会として大集会を

開催 200人が集合、集会後デモ行進をしました。事務局は涌谷九条の会が担当しました。 

 

5月 28日(日) 

石巻９条の会は２８日２時から４時まで平和会館で憲法 Café として「こんだん会」を開

催しました。９条問題から共謀罪、教育勅語などに語りあいました。参加者は１８名、コー

ヒを飲み、茶菓を食べながら、時局問題を含め活発な話し合いになりました。 


