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E メールニュース「みやぎの九条」    NO252 

（2017年 6月 15 日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

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  

石巻市９条の会他で実施している 19日のスタンデイングは参院での共謀罪強行採決が迫

っていたために 6月 13日の全国統一行動合わせて実施、6月 19日は実施しません。 

 

◆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 20日、27日、7月は 4日、25日。 

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。明日 16日は仙台弁護士会と一緒に行います。 

場所 仙台市中央通東二番丁 平和ビル前。 
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７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】 

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」 
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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）14：00～16：00 

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９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 

憲法９条ってなにっしゃ？Part４１  

「９条３項の自衛隊」案は平和憲法を壊す 

～許すな！共謀罪、戦争法の連鎖で戦争する国つくり～ 

戦後７２年間、日本は戦争に巻き込まれず、平和で民主的な社会が守られてきました。 

しかし、いま「日本国憲法」の根幹部分が改悪され、「戦争する国」に変貌しかねない局面

を迎えています。“改憲は本当に必要なのか”“阻止する運動をどうすすめるか”など学び

合い、語り合いませんか。 

日時： ７月２日(日) 午後２時～４時 

場所： 加茂市民センター(泉区加茂 4丁目２番 ☎ 022-378-2970)                                                            



4 

 

講師： 本田勝利さん（宮城県平和委員会常任理事） 

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) ( FAX 022-378-5765 

 

(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(新日本婦人の会宮城県本部会長)、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 
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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）名取 9条の会採決時に駅頭宣伝 

 名取九条の会は 15日（木）早朝からＪＲ名取駅で「強行採決するな」と宣伝活動をしま

した。その時「強行採決」の報道があり、急きょ「共謀法の強行採決に抗議する」宣伝切り

替え、通勤・通学の乗降客や行きかう人に訴えました。（口頭報告） 

 

（報告）許すな共謀罪！みやぎネット 

「許すな共謀罪！みやぎネット」は 15日（木）14時から仙台市中央通東二番丁角 平和ビ

ル前にて「怒りの街頭宣伝」を行いました。 

 

６・９統一行動で奮闘しました。さらにがんばろう！ 

許すな共謀罪！塩釜地域ネットニュース 8号より 

 

◆下馬駅前 ７：３０～８：００  

坂・つばさ・事業協・厚生協会事務局の職員１８名で共謀罪を阻止しようとハンドマイク宣

伝。チラシを配布。目立つのぼりや看板も飾られ、共謀罪 NO！をアピールしました。 

 

◆東塩釜駅前 ７：３０～８：００ 



6 

 

地方労連・国賠・年金者組合塩釜支部などから 8名が参加しました。のぼりや横断幕、看板

などで、「共謀罪廃案」を視覚に訴えました。ポケットティッシュとチラシを配布も配布し、

マイクで「強行採決を許さない」「共謀罪で監視社会を作らせない」「共謀罪は市民をター

ゲットにしている」「廃案にさせよう」などと訴えました。前回よりの反応がよくなってい

ることが感じられました。 

 

◆多賀城駅北口 ７：１５～８：００   

 前夜まで石炭火力発電所住民説明会に参加して相当ながんばりの中、7名の仲間で共謀罪 

NO！のスタンディングとマイク宣伝を実施し、多賀城駅利用の通勤、通学の人々に訴えまし

た。 

道行く人に 7/9開催の川端英子さんの記念講演「私の戦争体験と憲法」のチラシを配布しま

した。また、共謀罪反対の参議院法務委員会への緊急 FAX・封書行動も訴えました。今回は、

妨害行動もなく、時間通り進められました。 

 

◆本塩釜駅  ７：３０～８：００ 

  婦人団体・後援会・生健会などか

ら 13名が参加して、元気にアピールし

ました。天下県議、虎川生健会会長、

曽我市議がかわるがわるマイクを手に

して、共謀罪の廃案を訴えました。 

 

許すな共謀罪！６・13 緊急塩釜地域集会 

    決意新たに、強行採決反対・絶対廃案で最後の最後までたたかおう！ 

許すな共謀罪！塩釜地域ネットニュース 9号より 

13日火曜日、参院で法務大臣の問責決議案が提

出され、法務委員会が急遽閉会となるという緊迫

した情勢の中で、夕方に開催された「許しません

共謀罪！強行採決！塩釜地域緊急集会」には、８

８名が参加者しました。 

開会前からぞくぞくと参加者が集まりました。集

会前には通過する仙石線の電車や通行者にアピ

ールしました。 

 集会は、進行を国賠同盟塩釜支部の上西さんが

担いました。塩釜ネット代表の相原さんの開会あ

いさつ、天下県議の来賓あいさつと続きました。つばさ薬局の高橋さんと利府９条の会平良

さんからは、徹底してたたかいぬく決意を語っていただきました。集会の締めくくりに、地
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方労連東海林議長のリードで、シュプレヒコールを元気いっぱい気迫いっぱいの声で唱和し

ました。 

 同じ日、朝に多賀城市下馬駅で通勤のみ

なさんにスタンデイングで訴えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(報告)みやぎ憲法九条の会街頭宣伝 

13日(火)12時～13時  仙台市中央通東二番丁 平和ビル前 

 参院で共謀法審議が緊迫の場面を迎えた 13日、宮

城県九条の会連絡会は 15人が参加して「テロ等準備

罪(共謀法)制定反対」「森友・加計学園問題」の真相

究明と「憲法制定 70周年 9条守れ」のチラシ配布を

しました。1時間で 400枚配布し、市民の関心は少し

ずつ高まっているように思いました。 

  

 

 

(報告) 安倍首相の政治私物化を許さない市民の会 

14日(火)17時 30分～19時  仙台市中央通東二番丁 平和ビル前 

 

 

翌 14日は「安倍首相の政治私物化を許さない市民の会

(仙台)」の宣伝活動が同じ場所であり、昼は弁護士の

方々、夕方 17:30～19:00まで弁護士、教育者、個人の

方々25人ほど参加しました。前日の臨時「Ｅメールニ

ュース」で案内があり、いつもの九条の会街宣メンバ

ーも 3人が参加し、チラシ配布しました。 

参加者は「加計学園問題の幕引きは許さない」「議

論をまともに交わさず、すりかえ、人格攻撃を繰り返
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す安倍首相にこそ道徳教育が必要」、「政治をする者の心構えとして李下に冠を正さずとい

う格言があるが安倍首相は頭上の李をもいで友人にプレゼントした」と次々に発言、「共謀

罪法案の強行採決を許すな」と訴えました。約 1000枚のチラシを配布しました。 


