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E メールニュース「みやぎの九条」    NO．257 

（2017年 9月 1 日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

９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 9月 19日（火） 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 9月 19日（火）  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。9月 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。 
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９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】 

女性ネットみやぎ５周年記念上映＆河合裕之監督講演 

「日本と再生」 

「日本と原発」の河合裕之監督の最新作。光と風のギガワット作戦。太陽がいっぱい、風

がいっぱい。世界はもう、自然エネルギーで動いている。 

日時： 9月 3日(日) 一回目上映     10：30～12:10 

           河合裕之監督講演 12:20～13:10 

           二回目講演    13:20～15:00 

会場：仙台市福祉プラザふれあいホール 

参加費：一般 999円(前売り 800円)、学生 500円、小中学生無料 

主  催：子どもたちを放射能汚染から守り原発から自然エネルギーへの転換をめざす女性ネ

ットワークみやぎ(女性ネットみやぎ) 

前売券申込先：tel・fax  022－215-3120  090-2983-6435 

 

第 9回憲法カフェのごあんない 

安倍首相が打ち出している「9条改憲」「26条改憲とは」 

支持率低迷が続く安倍内閣ですが憲法に「自衛隊の存在を明記する」ことにこだわってい

ます。9条 1項、2項との関係でどうなるのでしょう。みなさんと一緒に学び合いたい。 
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日時： 9月 3日(日)14：00～16:00(開場 13:30) 

会場：若林区中央市民センター２F セミナー室(若林図書館２F) 

講師：草場裕之さん(弁護士、仙台弁護士会) 

資料代：300円(どなたでも参加できます) 

主  催：南小泉・蒲町校区 9条の会(連絡先 022-231-2712 松尾) 

 

第 60 回人権擁護大会プレシンポ 

「情報は誰のもの？～監視社会と情報公開を考える～」 

私たちは、日本国憲法によって、個人情報、プライ

バシー情報といった私的情報を、みだりに公権力に収

集されない権利を持っています。しかし、昨今、監視

カメラの設置、ＧＰＳを利用した捜査が実施され、共

謀罪の創設等により、公権力等による市民監視を可能

とする仕組みが既に構築されています。一方特定秘密

保護法が施行されたことなどにより、公開されるべき

公的情報が市民から隠匿される危険性は一段と高まっ

ています。 

日時： 9月 9日(土) 13:00～15:30 

会場：エル・パーク仙台(6階) ギャラリーホール 

講師：三木由希子さん(情報公開クリアリングハウス代

表理事) 

申込不要 参加費無料 

主  催：仙台弁護士会(連絡先 022-223-1001) 共催：日本弁護士連合会、東北弁護士連合

会 
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ミニ集会＆パレード 

自由と平和はゆずれない～憲法よりも政治を変えよう～ 

日時： 9月 3日(日)13：30～14:30 

会場：花京院緑地公園(青葉区花京院 1－1－20 花京院ス

クエア) 

主催：みやぎ青年９条の会 KIRAKIRA☆９ 

 

 

 

放射能と暮らしを考える学習会２０１７ 

「宮城の放射能汚染ゴミ問題をどう考えるか」 

宮城県は県内にある放射能汚染廃棄物の処理方法として「一般ゴミと混ぜて焼却する」「堆

肥化」「すきこみ」などで対応しようとしています。それらが安全な方法なのか、みんなで

考えましょう。 

日時： 9月 9日（土) 13:30～15:30 

会場：中新田図書館 視聴覚室(加美郡加美町大門 176 0229-63-6100) 

講師：中嶋信さん(放射能汚染廃棄物「一青焼却」に反対する宮城県連絡会共同代表、徳島

大学名誉教授) 

参加費：300円(資料代) 

主  催：放射能と暮らしを考える風花ネットワーク 電話 0229-63-5023  

 

講演会 

「放射能汚染ゴミ解決は自治力で」 

宮城県は県内で 8000ベクレル／㎏以下の放射能汚染廃棄物を一斉焼却する方針を昨年暮

れ市町村長会議に提案しました。度重なる市町村長会議で多くの首長が住民の合意形成が困
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難と発言する中、7月 15日ついに「一斉焼却方針」を各市町村長に認めさせる形になりま

した。 

日時： 9月 10日（日) 13:30～15:30(受付開始 13:00) 

会場：仙台弁護士会館(駐車場なし) 

講師：まさのあつこさん(ジャーナリスト) 

参加費：無料(募金要請あり) 

申込不要 

主  催：放射能汚染廃棄物「一斉焼却」反対宮城県連絡会 

    電話 022-399-6907 FAX：022-399-6925 

 

9 条変えるな！変えようアベ政治！ 

９．１８宮城県民大集会 

 改憲問題で憲法 9条にいきなり踏み込んできま

した。このままの独裁を許せば日本はいつか来た

道を歩むことになりかねません。STOP！安倍政

治！立憲主義・民主主義を日本に取り戻し、一人

ひとりが大切にされる社会を再構築するために、

ここ宮城から高く声をあげましょう。 

日時： 9月 18日(月・祝) 12：50～ 雨天決行 

会場：仙台市西公園お花見広場 

ゲストトーク：小森陽一さん（九条の会事務局） 

オープニングなど多彩な企画の準備を進めていま

す。 

主  催：9条変えるな！変えようアベ政治！９．１

８宮城県民大集会実行委員会(実行委員会参加募

集中) 

連絡先：事務局 須藤 080-8206-3511 
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この集会には 130万円を超える費用がかかる見込みです。実行委員会では集会成功のために

賛同と賛同金を募っています。個人一口 1000円、団体一口 3000円です。下記の郵便振替口

座に振り込みでお願いします。 

加入者名 宮城県民大集会実行委員会 口座番号 ０２２７０－０－１３７３２８ 

専用の振替用紙を各九条の会の事務局担当の方にお送りしています。 

 

戦争を語り継ぐ上映会 

野坂昭如原作「火垂るの墓」（TVドラマ版） 

～清太と節子は、なぜ見捨てられたのか～ 

自分の子どもたちを守るために、いとこの二人の子ども、清太と節子を見捨てる未亡人とし

て描かれた沢野久子。彼女は、なぜ二人の幼い兄妹を見捨てなければならなかったのか。加

害者にならざるを得なかった沢野久子を主人公に据えて描く。 

世界中には今も清太や節子のように戦火の中に暮らしている子供たちが数多くいます。 

日時：9月 20日（水）13:30～16:00 

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 

問合せ先：泉病院友の会 378-3883 

 

「仙台弁護士会 若弁 9条の会」劇団ナインピア公演 

「ＬＡＳＴ ＯＲＤＥＲⅡ～憲法が変わった。僕らの明日はどうなる？～」 

 『なんかえらいところに来ちゃったな・・・』 全員弁護士が演じます 

日時： 9月 24日(日)  第 1回上演 開場 13:00 開演 13:30 

            第 2回上演 開場 15:30 開演 16:00 

会場：エル・パーク仙台(6階) ギャラリーホール 

入場料：前売 500円、当日 600円 
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主催・出演：若手弁護士 9条の会“劇団ナインピア” 

お問い合わせ：十河法律事務所 022-212-1603 

 

第 13 回平和の旅 

「千葉卓三郎のふるさとを訪ね、日本国憲法の源流を学ぶ」 

明治維新後の自由民権運動の中で創られた「五日市憲法」は、「立憲主義」「基本的人権」

「法の下の平等」などを謳いあげました。その策定の中心となった志波姫出身の千葉卓三郎

の故郷を訪ねてその足跡と業績を学びます。 

日時：9月 27日（水）9:00～16:00 

案内：広幡文氏（泉病院友の会） 

訪問先：金成/ハリストス教会、志波姫/千葉卓三郎顕彰碑・生家跡、若柳/安重根・千葉十

七の碑（大林寺） 

参加費：2500円（定員 25人、昼食代含まず） 

主催：泉病院友の会平和の委員会  

申込：泉病院友の会 378-3883 

 

２０１７公開シンポジウム 

「平和憲法と鈴木義男」 

日時： 9月 30日(土) １３：００～１６：００ 

会場： 東北学院大学土樋キャンパス 押川記念ホール(8号館５階) 

≪第 1部「基調講演」≫ 

講演１ 「平和憲法の成立と鈴木義男」  

  講師 古関彰一さん(和光学園理事長・獨協大学名誉教授) 

講演２ 「第一次世界大戦以降の平和思想と日本国憲法第 9条」 

  講師 油井大三郎さん(一橋大学名誉教授・東京大学名誉教授) 
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講演３ 「鈴木義男の生涯」 

  講師 仁昌寺正一(東北学院大学経済学部教授・東北学院史資料研究センター調査研究

員) 

≪第２部 パネルデイスカッション≫ 

申込不要・入場無料 

主催：学校法人東北学院 東北学院史資料センター TEL022-264-6538 

 

大石眞氏講演会受講者募集 

「日本国憲法 70 年と明治 150 年」 

 吉野作造記念館で実施している政治学・政治史・政治思想史を専門とする講師、学生の 3

日間にわたる合宿研修の大石氏講演会と全体討論を一般公開します。 

 

≪基調講演≫ 

日時   9月 8日（金）14:00～ 

会場   吉野作造記念館研修室 

演題   「憲法改正論議と政局・政策論との間－比較憲法史から学ぶべきもの」 

講師   大石眞氏(京都大学名誉教授) 

≪全体討論≫ 

日時   9月 10日（日）10:00～ 

会場   吉野作造記念館研修室 

演題   「憲法改正論議と政局・政策論との間－比較憲法史から学ぶべきもの」 

講師   大石眞氏(京都大学名誉教授) 

参加費  500円(常設展、9/8大石講演会、9/10全体討論会受講可能)    

定員   60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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「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」

と名前を変えて強行採決された今、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 

＊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 

 

 

【九条の会等の活動報告】 
 

宮城県内九条の会連絡会講演会＆総会 

１７６人が集合、安倍 9条改憲をさせない闘いの決意と方針確認 

8月 26日(土) 東京エレクトロンホールで宮城県内九

条の会連絡会の 2017年度総会が開催されました。冒頭九

条の会事務局で一橋大学名誉教授の渡辺治さんに「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」と題して 1時間 30分にわたり記念講演をしてい

ただきました。 

渡辺さんは９条の３項に「自衛隊を明記」させる安倍

改憲は単に自衛隊を書き込むことではなく、9条の 1項、2項の平和主義を破壊してしまう

ということについて詳しく話してくれました。また、この間の安保法制、共謀法の強行採決、
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森友学園問題、加計学園問題、南スーダンの日報隠ぺい問題等にみられる政治の私物化、独

断専行の安倍政治への不信と怒りによって都議選の歴史的な敗北に至ったことについてマ

スメデイアは安倍支持率下落で改憲が困難になったような報道をしているが、安倍政権が市

民と野党の共同によって敗れたわけではないので、生き延びて改憲をあきらめていないと指

摘しました。そして改憲実行の 2つの道を探っている。一つは市民と野党の共闘が持続する

場合はほとぼりを冷まして 2018年度の通常国会で改憲発議、国民投票へ、他の一つは市民

と野党の分断に成功し、民進党代表選挙後、保守新党や市民と野党の共闘にひび割れが生じ

た場合は改憲スケジュールを一度引っ込め、解散総選挙、自民党総裁３選の後に保守大連立

の下で改憲実行する。 

今のままの野党と市民の共同の状況では国民の

選択肢とはなれず、安倍改憲を阻止できない。９条

の会は正念場を迎えている。安倍改憲を阻むかって

ない共同を急いでつくらなければならないと指摘

して総がかり行動をこえる、安倍改憲を拒む「全国

市民アクション」が呼びかけられ、目標数を 3000

万名か 4000万名と検討中であるが有権者の過半数

をめざす署名活動を開始する。 

こうした共同行動に９条の会は団体として参加

してこなかったが今回は名前を連ねて取り組むと決意を述べられました。 

講演会後の総会には７５名が参加、「憲法変えるな！変えよう安部政治９．１８宮城県民

大集会」を３０００名の参加で成功させ、１１月１９日の「憲法９条を守り活かす宮城のつ

どい」を２０００名の集いを成功させて安倍改憲反対の運動を強めていくこと大宣伝してい

く活動方針をみんなで確認しあいました。(篠原) 

 

(報告)加茂九条の会「親子映画会」を開催しました。 

「憲法九条を守る加茂の会」では、８月２７日

午後 1時半より、加茂市民センターにて親子映画

会を開催し、「ガラスのうさぎ」を鑑賞しました。

この映画は、高木敏子原作、橘裕典監督で、戦争

を知らない子どもたちに戰爭の恐ろしさと悲惨

さ、命と平和の尊さを知ってほしいという願いか
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ら、作者の実体験をもとに、１２歳の少女の目を通して戦争の悲劇を描いたものです。映画

会には残念ながら子どもたちの参加はありませんでしたが、お母さん方など２５人が鑑賞し

ました。(油谷重雄記) 

 

 


