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E メールニュース「みやぎの九条」    NO253 

（2017年 7月 1日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

７月の１９日行動 

 19日行動は 2015年 9月 19日に 9条に違反する「安保法制強行採決」したことを忘れず、

「安保法制廃棄」を求めて行動しています。 

 

●仙台の 19日行動 

日時 7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 

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 7月 19日（水）  16:00～17:00 

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 

 

◆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。7月は 4日、25日。(11日、18日は休みます) 

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】 

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) 

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 

 

鶴ヶ谷地域９条の会  

憲法Ｃａｆｅ！！「憲法について自由におしゃべりしよう」 

憲法施行 70周年、日本は海外で撃つこともなく、撃たれることもなく過ごしてきました。

憲法をめぐる論議が急展開中。憲法って？ 私たちのくらしとどう関係あるの？オリンピッ

クと憲法９条？  

日時：７月２日(日) 午後 1時 30分～3時 30分 
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会場：みやぎ生協鶴ヶ谷店２階集会室(宮城野区鶴ヶ谷 2丁目１) 

内容：憲法前文と 9条を題材にコーヒー・紅茶を飲みながら気楽に自由に話し合いませんか。 

参加自由・参加費：無料 

連絡先：鶴ヶ谷地域９条の会事務局 篠原(090-8780-8091) 

 

戦争を語り継ぐ会 「ひろしま」上映会 

戦後何年かのち、広島の高校の授業中に女生徒が倒れる。「この中に被爆した者はいる

か？」との問いに、生徒の三分の一が手を上げた。当時、彼らは小学生だった。残酷な惨状、

地獄のような光景がそれぞれの胸に甦ってくる。 

しかし、今では平和記念館館の影は薄れ、街々に軍艦マーチが高鳴っている…。 

原作：長田 新編「原爆の子」 

監督：関川秀雄(1953年製作) 

出演：月丘夢二・岡田英次・原保美、利根はる美、山田五十鈴、岸旗江ほか。 

日時：７月２７日（木）１３：３０～１５：３０   

会場：泉病院友の会ホール(泉区長命ヶ丘)  

参加費：無料 

主催：泉病院友の会平和の委員会 ３７８－３８８３ 

 

吉野作造記念館「子育ての昔と今」関連企画 

「さとにきたらええやん」上映会 

日雇い労働者の街・釜ヶ崎で 38年間続く子ども達の集いの場「こどもの里」－人情が色

濃く残る街の人々の奮闘を描く、涙と笑いあふれるドキュメンタリー 

監督・撮影：重江良樹 

日時：７月３０日（日）午前 9:30～・午後 1時 30分～・夕方 5時 30分～3回上映 

会場：吉野作造記念館研修室  
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料金：当日 1000円、前売 800円(電話予約可) 吉野作造記念館入館料は含みません  

未成年無料＊児童向け映画ではありません。 

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

 

戦争を語り継ぐ会 

ドキュメンタリー「８月１５日、私は」上映会～著名人が語る戦争～ 

あんな思いを今の子どもたちにはさせたくないですね…。敗戦を迎えた当日に何を思い、

戦争中に何を考えて暮らしていたのか。（2015年放映、50分） 

日野原重明、内海桂子、松本零士、黒柳徹子、村山富市、高倉健、花村えい子、海老名香葉

子、山田洋次、ちばてつや、各氏が長い間抱えてきた戦争の記憶と私たちに語りかけるメッ

セージ。 

◆同時上映：「語らずに死ねるか」 

～無名の元兵士の声～（2009年製作、50分） 

兄に続いて志願した元少年兵は「アジアの平和のために戦わねばと真剣に考えていた」 

日時：８月２３日（水）１３：３０～１５：３０ 

会場：泉病院友の会ホール(泉区長命ヶ丘) 

参加費：無料 

主催：泉病院友の会平和の委員会 ３７８－３８８３ 

 

宮城県内九条の会連絡会講演会 

「安倍９条改憲」にどう抗するか？“だまされない”世論形成のために 

独裁的とも言える手法で民主主義を葬る「共謀罪法」を手にした安倍首相は、2020年施

行をめざして、9条改憲に突き進んでいます。それは現在の 9条 1,2項をそのままに、自衛

隊を明記しようとする手法、法治国家として有り得ないではありませんか。しかし、災害救

助などで活動する自衛隊への評価からこれを支持する世論があります。 
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そうした中、何をどう投げかけ、9条の持つ価値をひろく共有することができるのか、私た

ちの運動は新たな局面に立っています。 

日時： ８月２６日(土) 13：00～ 

会場：東京エレクトロンホール 601室(旧 宮城県民会館) 

講師：渡辺 治さん（一橋大学名誉教授・九条の会事務局） 

参加費：300円 

主  催：宮城県内九条の会連絡会 

連絡先：みやぎ憲法九条の会 tel  022－728-8812 Fax  022－276-5160 

＊講演終了後、同じ会場で宮城県内九条の会連絡会の総会を開催します。 

 

(複数の日にわたるイベント) 

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 
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生の体験から知る「沖縄の戦争展」 

 見たまま聞いたままの沖縄・南洋(パラオ、サイパン等)の戦

場体験、写真、戦地の遺物。展示で知る沖縄の証言。“語らず

死ねるか！”の戦場体験者たちが語る戦争実相を聞きに行こう。 

日時：8月 11日(金)～13日(日)  

会場：エルパーク仙台 

入場料：無料 

主催：戦場体験放映保存の会(戦場体験資料館 http://www．

jvvap.jp) 

協力：沖縄・民間戦争被害者の会 

 

 

「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 

＊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 

6 月 23 日からの東京展のチラシ 

http://www.jvvap.jp/
http://www.jvvap.jp/
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＊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 

 

【九条の会等の活動報告】 

(報告)6月１９日、共謀罪廃止を掲げて地域で訴える～塩釜地域～ 

１５日の朝に共謀罪法案が強行可決された

ことを受けて、１９日の月曜日からこの違憲

の悪法の廃止を求める宣伝行動を多賀城駅、

塩釜地区 6カ所、下馬駅、利府、千賀の浦団

地と各地で取り組みました。 

多賀城駅：共謀罪法案廃止の新たなたたかい

は、7時 15分～8時まで多賀城駅北口広場で

行いました。緊急の取り組みにかかわらず、

11名が参加しました。共謀罪を強行採決した

安倍政治の打倒をメインにリレートークを

して訴えました。 

国賠塩釜支部：多賀城・塩釜市内の６カ所で街頭から、共謀罪廃止を呼びかけました。 

下馬駅：２０名が参加して、共謀罪強行採決に厳しく抗議し、共謀罪廃止を訴えました。 

利府９条の会：利府街道でスタンディングをしました。１３名が参加しました。これからも

続けていくことも確認しました。 

千賀の浦：女性団体によるスタンディングには１０名が参加し、行き交うドライバーに手を

振ってアピールしました。(許すな共謀罪！塩釜地域ネットニュース NO11 より) 

 

(報告)気仙沼九条の会発足記念講演会 

「作品にこめた平和への願い」に 180 人集合 

 気仙沼 9条の会の発足記念、熊谷達也講演

会が 6月 24日(土)、気仙沼市民センターで開

催され 180人の市民が集合しました。 

会は小野寺事務局長より発足の経緯をした。

前日 6月 23日が 72年前に 20万人(内 9万人

余りが一般市民)の犠牲者を出した沖縄戦終

了の記念日「沖縄慰霊の日」であったことに

利府 9 条の会のスタンデイング 
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触れ、「二度と戦争を起こしてはならない」と強調し、県の東北端の気仙沼にも九条の会が

発足し、憲法９条守れの運動を急速に広げたいと話しました。 

来賓として菅野哲雄さん(護憲平和センター)、中舘忠一さん(安保法制廃止市民の会)、鹿

野文永さん(みやぎ憲法九条の会世話人・憲法九条を守る首長の会副会長)よりお祝いと連帯

の挨拶がありました。また、賛同のメッセージが菅原 雅(元気仙沼市長)、水戸二七さん(さ

んりく川柳選者)より寄せられました。 

 直木賞作家の熊谷達也さんは講演「作品にこめた平和への願い」

のお話の中で中学教師として気仙沼に在住していたときの経験な

どにも触れながら、東日本大震災を機に震災を様々に描いたシリー

ズ「仙河海サーガ」の執筆を紹介しました。そして、今の経済状況

や政治状況が太平洋戦争前の状況によく似ていると指摘した。第一

次大戦後の三国干渉問題などに触発された大衆の戦争容認気分、大

国気分とそれに便乗して軍部などが戦時体制の気運を作って太平

洋戦争に突っ走っていった。 

 北朝鮮の核実験、ミサイル発射などの事象を利用して、集団的自衛権の容認、軍備強化の

気運、気分を醸成しようとしているように見える。共謀罪法の制定についても、これまで東

京が国際テロに会っていないのはどうして？との分析もなく、「テロ等準備罪」の制定を強

行したと批判した。そして、今が歴史上のどこに位置するのかを国民が自分の目で確かめる

意識が重要だと強調しました。(篠原 記)  

講演する熊谷さん 


