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E メールニュース「みやぎの九条」    NO．258 

（2017年 9月 15 日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

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：池田香代子さん（翻訳家・九条の 

会世話人）小森陽一さんで案内しましたが、池田

さんに交代しました。 

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 

３０００人めざして参加呼びかけしています。友人・知人声かけあって参加しましょう。 

 当日台風襲来の場合は午前９時３０分にみやぎ憲法九条の会ＨＰに記載します。 
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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 19日、26日。10月は 3日、10日、17日、24日、

31日。 

場所 仙台市中央通東二番丁 平和ビル前。 

 

10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。 
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●名取市    ヤマザワ前道路交差点 

●宮城野区   坂下交差点 

 

九条の会事務局が呼びかけ 

安倍９条改憲を阻むために全国の九条の会は立ち上がろう 

                                  ２０１７年９月６日    九条の会事務局 

 安倍首相は、日本国憲法施行７０周年の５月３日、あえて挑戦するように新たな改憲の提

言を行いました。今回の安倍改憲は、９条 1項、２項を残しながら、新たに自衛隊保持を憲

法に明記することで、９条を根本的に変質させ日本を｢戦争する国｣に転換しようという重大

なねらいをもっています。森友、加計学園にみられる行政の私物化、自衛隊日報隠し、共謀

罪法案の強行採決などとどまることを知らない悪政に対する怒りが噴出し、都議会議員選挙

で安倍自民党は大敗し、その後も安倍政権は支持率の低下が続いていますが、首相は改憲を

強行する決意を変えていません。憲法と日本の進路は今、戦後最大の岐路を迎えています。 

安倍改憲を広範な共同で阻もうと、総がかり行動実行委員会をさらに広げ、１９名の発起人

の訴えに基づき｢安倍９条改憲ＮＯ！全国市民アクション｣が発足し、３０００万署名を軸に

安倍改憲を阻む行動が呼びかけられています。 

九条の会は、結成以来憲法を改変するさまざまな企てに反対する行動の先頭に立ってがんば

ってきましたが、共同の行動のよびかけに名前を連ねることは控えてきました。９人のよび

かけで発足した九条の会の役割は、あくまで全国７０００余にのぼる九条の会の交流や連絡

調整に当たることにあり、その多様な活動を縛ることは避けたいという思いからでした。 

しかし、安倍改憲の企てを阻むことは、２００４年に九条の会が出発したそもそもの目的に

ほかなりません。そこで、会事務局は、よびかけ人と世話人の了解もいただいて、｢安倍９

条改憲ＮＯ！全国市民アクション｣に組織として参加し、他団体と協力して活動する決断を

しました。安倍改憲を阻むため、全国市民アクションの一員として全力をあげる決意です。 

この重大な局面に立って、安倍改憲を阻む大きな共同の闘いを起こすため、全国の九条の会

のみなさんに、以下の３つの行動に立ち上がることを訴えます。 

１ すべての会が、学習会を持ち、市民とともに、安倍９条改憲の危険性を改めて確認し

ましょう。 

２ 全国市民アクションが掲げる３０００万署名を達成するために、会毎に目標をたて、

戦争法廃止２０００万署名の経験を生かしながら、全国津々浦々の草の根で宣伝と対話を
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広げ署名の輪を広げましょう。 

３ それぞれの地域で他団体と協力し合って市民アクションを立ちあげ、安倍改憲阻止の

ための市民アクションの取り組みに積極的に参加し、共同の輪を広げましょう。 

※署名用紙は九条の会のサイトからダウンロードできます。 

 

【これからの県内イベント情報】 

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 
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入場料：前売 500円、当日 600円 

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」 
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  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) 

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 

 

朗読構成 １９４５年ヒロシマ・ナガサキ 

「あの日を語りつぐ」、そして２０１１年フクシマ 

● ちちをかえせ ははをかえせ としよりをかえせ こどもをかえせ ・・・ 

・日時 10月 14日（土） 14:00 開演(開場 13:30) 

・会場 日本バプテスト仙台基督教会 礼拝堂(地下鉄北四番丁駅北 2出口) 

・構成 はやかわ ひさし・麦わら帽子の会 

・入場料 300円 

・連絡先 麦わら帽子の会 TEL/FAX 022-234-2834 佐藤美保子 

 

県民が決める！女川原発再稼働の是非 

原発技術者が語る女川原発再稼働の問題 

 東北電力は「2018年後半以降」に女川原発２号機を再稼働するとしていますが、それに

は宮城県と女川町、石巻市の同意が必要です。宮城県民のみなさん、原発技術者の意見を聴

いてこの問題について共に考えましょう。 

 

日時：10月 7日(日) １３：００～１６：３０(開場 12時 30分) 

会場：仙台福祉プラザふれあいホール 
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お話 「東北電力は福島原発事故から何を学んだのか」 

田中三彦さん(元国会事故調委員)  

お話 「新規制基準は世界一なのか」 

    後藤政志さん(元原子炉格納容器設計者) 

入場無料 

主催：脱原発をめざす宮城県議の会 

   女川原発の再稼働を許さない！みやぎアクション 

連絡先：電話／ＦＡＸ 022-373-7000(篠原) 

 

戦争を語り継ぐ上映会(10 月） 

「変貌する PKO～現場からの報告」～南スーダン派遣隊員の証言～ 

PKOは、これまでの「停戦監視」「国づくり支援」から「戦闘を辞さない文民保護」へ任

務が変化し、自衛隊も交戦一歩手前の危機的状況に直面した。政府の「戦闘」の事実を公表

しない姿勢に対し、南スーダンに派遣された隊員がその実態を語る。 

同時上映：「ある文民警察官の死」～カンボジア派遣中に殺された PKO隊員～ 

 ＰＫＯ法立直後の２３年前、カンボジアに派遣された一人の警察官がゲリラに襲撃され死

亡、政府は正体不明の犯行と結論づけた。当時の警察隊長が２３年を経て告白した事実とは。 

 

日時：10月 25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  

問合せ先：泉病院友の会 378-3883 
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【九条の会等の活動報告】 

(報告)2017 年 9 月 8日「安倍 9 条改憲 No！全国市民アクション実行委員会」 

「安倍 9条改憲 No！3000万人署名運動キックオフ集会」報告 

 5時 45分ごろ会場に着いた。もうすでに参加者は会場の外まで並んでいた。6時の開場で

大ホールに入った時には、半分ほど

の席が埋まっていた。 

 「北朝鮮のミサイル発射や核開発

を、安倍政権は自らの延命に利用し

ている」と司会者の挨拶で始まった。 

 主催者を代表して、高田健さんが

「3000万という数字は国政選挙の

有効投票の半数にあたる。3000万人

と対話し世論を変えよう」と挨拶、

福山真劫さんが「総がかりは安倍政権を揺さぶったが、倒すまでには至らなかった。安倍政

権打倒をめざしもう一回り広げよう」と『安倍 9条改憲 No！全国市民アクション実行委員

会』結成経過を報告しました。 

続いて発起人の浜矩子さん、鎌田慧さん、暉峻淑子さん、佐高信さん、高野孟さん、落合

恵子さん、香山リカさんが４分間スピーチ。 

浜さんは「不可能を可能にする広範囲の連帯だ。この連帯を恐れたから安倍政権は『共謀

罪』をごり押しした」。鎌田さんは「60年安保は労働運動、昨今の運動は市民運動。今度

は両者が一体となった運動を、『連合』傘下の組合も巻き込んで進めよう」と。暉峻さんは

「安倍さんは死んだふりをしている。知恵者がまわりを取り囲んでいる。だったら、我々は

多様な形で運動をやろう」。佐高さんは「自民に天罰、公明に仏罰、維新に神罰、小池ファ

ーストに幻想を持ってはいけない」と。落合さんは「ナチスのヘルマン・ゲーリングは『国

民を戦争に導くのは簡単だ。自分たちが常に外国から迫られている、と、言うだけでいい』。

いまでも、ヒットラーを持ち出す政治家がいるが、私たちはこの間の安倍政権がやってきた

ことを忘れないことだ。彼らは忘れさせることが得意だ」と、それぞれ発言しました。 

コメディアンの松元ヒロさんが「護憲を食いものにしている松元ヒロです。でも、戦争を

食いものにする人よりはましだと思っています」と登壇、「憲法君」のミニライブを披露し

ました。 

写真 松本研一郎 
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憲法学者の清水雅彦さん（日本体育大学教授）による「安倍 9条改憲」の危険性のポイン

トを解説するミニ学習会。「安倍首相の９条３項加憲は、２項削除改憲派から見れば納得し

がたいものだ。しかし、２項削除への第一歩である」「『後法優先の原則』からみれば、３

項に自衛隊を書き込めば、２項が空文化する。その意味では『加憲』ではなく『壊憲』だ」

と警鐘を発しました。 

最後に、小田川義和さんが行動提起を行いました。氏は「3000万署名を、集めきるため

に工夫をこらし、創造的に様々な取り組みをしよう。節点を 11月 3日、1月、5月 3日とし、

6月末まで集めきって、政治を変え、政党を変えよう。11月 3日には東京で 10万人集会、

全国 100万人行動を行おう」と呼びかけました。 

 会場は二階席まで満杯。1500人が参加、熱気あふれる「キックオフ集会」となりました。

(2017.9.10／相原 研一) 

 

(報告)宮城県九条連「平和集会」開催 

 去る９月１０日(日)、宮城野区文化センター・パトナシアターにて、宮城県九条連「平和

集会」を開催しました。 

 佐藤代表の「沖縄・辺野古座り込みと共謀

罪について」の基調報告の後、仙台弁護士会

の中野竜河氏による「日本国憲法誕生と現状

について」の講演を

伺いました。約 100

人のＪＲ東労組員や

一般市民が集い、憲

法 9条を学び、九条

の会とも広く連携しつつ、反戦・平和運動を進めていこうと誓いあ

いました。(宮城県九条連代表 佐藤一さん) 

 

「九条連」の活動について初めて投稿していただきました。ありがとうございます。(事務

局) 


