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E メールニュース「みやぎの九条」  NO171
（2014 年４月 15 日発行）    みやぎ憲法九条の会

5･3 憲法集会に集まりましょう！

そして 5･25 宮城県民大集会を成功させましょう！

安倍内閣は「限定的に」集団的自衛権行使を認めるとして、平和的ポーズを

とりつつ、世論誘導を加速させています。

「限定的」であっても、憲法 9 条を「廃止」することには変わりありません。

集団的自衛権行使容認は日本を「戦争のできる国」にしようとするものです。

今こそ、広範な国民の反対運動を強めなければなりません。

5 月 3 日の憲法記念日には護憲三団体の憲法集会が開催されます。

5 月 25 日にはみやぎ憲法九条の会などが中心になって、「安倍政権に、私も言い

たい！ ｣宮城県民大集会が開催されます。

この二つの憲法を守る集会を成功させ、安倍内閣の「戦争のできる国つくり」

をストップさせましょう。

5･3 憲法を活かす宮城県民集会

日時 2014 年 5 月 3 日（土・祝）13 時～

会場 仙台国際センター大ホール    入場 無料

内容 12：30  開場

   13：00  馬頭琴コンサート  バヤラトさん

   13：30  「貧困と戦争」

        講師 清水雅彦さん（日本体育大学准教授：憲法学専攻）

        講師 新里宏二さん（弁護士･元日弁連副会長）

   終了後、市民広場までデモ行進をします。

主催 宮城県護憲平和センター 憲法を守る市民委員会 宮城憲法会議

協賛 みやぎ憲法九条の会など多数

5･25 宮城県民大集会の内容が決まりました。

宮城県内九条の会連絡会など九条の会や県内の諸団体が5･25宮城県民大集会

を準備しています。

1. 名称は下記の通り。

被災地宮城からの発信

｢安倍政権に、私も言いたい！」宮城県民大集会

ともに声を上げよう! 平和で安心して暮らせる社会のために

2. 日時 2014 年 5 月 25 日(日)
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13:00 ～14:00 ライブ ①しろいしあけぼの小倉太鼓

            ②制服向上委員会

            ③みやぎの合唱団  

13：45～14：50 大集会 ①開会のあいさつ

            ②澤地久枝さんの講演

            ③菅原文太さんのメッセージ紹介

            ④リレートーク。10 のテーマで県民は訴える！

15～      デモ行進

3. 会場  仙台市西公園（お花見広場）

4. 最初の呼びかけ人はみやぎ憲法九条の会代表の後藤東陽、戸枝慶、山形孝夫

の三氏。その後急速に広がって、3 月 26 日(水)実行委員会が結成されました。

5. 呼びかけ人は 118 名。菅原文太さん、樋口陽一さん、元白石市長川井貞一さ

ん、農協中央会前会長木村春雄さんなども呼びかけ人です。

6. 澤地久枝さんが当日は駆けつけてくれます。また菅原文太さんは体調がよく

なくて来られませんが、メッセージを寄せてくれます。澤地さんは 84 歳。

すぐれない体調をおして来てくださいます。

7. 県内九条の会は各会ごとに、実行委員会に参加を決めて連絡を下さい。連絡

先は以下の通りです。

｢安倍政権に、私も言いたい！ ｣宮城県民大集会実行委員会

〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1 丁目２－４５フォレスト仙台 4 階

    電話・ファックス共 022-718-8481
    Ｅメールアドレス qquh7hy9k@tiara.ocn.ne.jp
（みやぎ憲法九条の会に連絡をいただいても結構です。）

8. めったにない機会です。各９条の会ともお誘いあわせの上、お越し下さい。

（これからの催し）「特定秘密保護法」撤廃チラシ街宣

● 宮城県内九条の会連絡会の今後の街宣日程：4 月 15 日（火）、５月 13 日（火）、

5 月 20 日(火)。いずれも 12～13 時。仙台市一番丁フォーラス前

● STOP!秘密保護法ネットワーク宮城。毎週金曜日に街宣と署名を行なってい

ます。毎週金曜日 12～13 時まで。場所は平和ビル前（旧名掛丁）です。

第 4 回九条の会東北交流会に参加しましょう！

小森陽一さんの講演、みやぎ農協人九条の会の報告など活動の宝庫

東北地方 6 県の九条の会が 5 月に活動交流します。各９条の会も参加を

4 月 14 日現在の参加申し込み状況。市町村長九条の会への申込者 12 名

東北地区九条の会交流会への申込者 27 名。目標 30 名です。
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（１）第 4 回東北地区市町村長九条の会交流会

4 月 24 日に山形県市町村長九条の会（仮称）が生まれます。その結果、東

北 6 県全てで市町村長九条の会が結成されることになりました。

これを機に東北 6 県で東北地区市町村長九条の会連絡会を結成して、情報

交換を強めることとします。

現在、東北 6 県の市町村長九条の会の総人数は 77 名。大きなパワーを持ち

つつあります。ご期待下さい。

日時 2014 年 5 月 16 日(金)14～16 市町村長九条の会交流会

             16～17 記者会見

             17～19 懇親会

会場 協働大町ビル鳥海の間（秋田市大町 3-2-44  電話 018-863-2111）
内容 ① 各県の状況の報告

    ② 集団的自衛権行使容認など情勢についての意見交換

    ③ 東北市町村長九条の会連絡会の結成について

    ④その他

（２）第 4 回東北ブロック九条の会交流会

日時 2014 年 5 月 17 日(土)12 時半～16 時

会場 秋田市にぎわい交流館 AU（3 階多目的ホール）

    秋田市中通１－４－１  電話 018-853-1133
内容 第一部「講演」 12:40～14:00

   「ストップ！『戦争する国』へ暴走する安倍政権（仮題）」

講師 小森陽一さん（九条の会事務局長・東京大学大学院総合文化研究科教授）

第二部「交流会」 14:30～16:00
首長の会と 6 県の各県代表が報告します。宮城はみやぎ農協人九条の会

が活動を紹介します。

参加費 一人 500 円（各県でまとめます。宮城は 5 月 17 日当日、宮城県内九

条の会連絡会でまとめますので、秋田会場内で事務局にお渡し下さい。）

（みやぎからの交通手段）

①バスをチャーターします。一人往復 5000 円。申し込み：宮城県内九条の会

連絡会事務局へ。30 名になったら締め切ります。

  なお大崎市三本木の高速バス停留所で乗せることが可能です。古川、小牛

田などの皆さんは検討してください。宮城県内九条の会連絡会事務局長佐

藤修司と打ち合わせてください。

②高速バス。仙台駅前広瀬通りの高速バスセンターから。往復 7200 円。片道

4000 円

③新幹線は高額です。バスをお勧めしますが、お急ぎの方はご利用下さい。

※ 秋田まで交通費 5000 円で行けますので、お得。どんどんご参加を！

申し込みは宮城県内九条の会連絡会事務局まで。電話 022-728-8812、または

ファックス 022-276-5160 までお知らせ下さい。
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（今やっている催し）後 5 日間です！井上ひさしさんと憲法 9 条

に関わる２題仙台文学館に行って、井上ひさしさんの企画を観ましょう！

仙台文学館では井上ひさしさんの野球に関する本の展示中！

『白球と青空・戦争と自由 井上ひさしの野球』 ～ 井上ひさし資料特集展

H26年 4月 20日まで開催。料金大人 500円、高校生 200円、小学生 100円

（これからの催し）「9 条を守る加茂の会」九周年記念学びのつどい

元兵士と仙台空襲の証言を学ぶ集い

日時 2014 年４月 20 日（日）13 時半～15 時

場所 加茂市民センター（加茂 4 丁目２：電話 022-378-2970）
演題 元兵士と仙台空襲の証言を学ぶつどい

①元兵士の証言ＤＶＤ「泥にまみれた靴で」

②仙台空襲の証言 林智徳さん

  ＤＶＤ「仙台空襲」仙台市戦災復興記念館制作   参加費 無料

八軒校区九条の会主催の映画会と講演会 躍進三連弾

八軒校区九条の会は映画と講演会を企画。ぜひご覧下さい

1. 映画「にっぽん泥棒物語」（松川事件の真犯人を目撃した土蔵破り。山本薩

夫監督。4 月 22 日(火)13:30～16:00 古城コミュニテｲセンター）

2. [日本国憲法誕生の真実]（学習講演会）黒滝正昭宮城学院女子大学名誉教授

  5 月 24 日（土）13:30～16:00 古城コミュニテｲセンター

3. ｢仙台空襲の体験談を聞く会｣若林区の空襲体験者から話を聞きます。

昭和 20 年 7 月 10 日の仙台空襲の体験を聞きます。現在準備中です。

大沢９条の会第８回 憲法９条 桜まつり

日 時：４月２９日(火)（雨天決行）午前 1１時～午後３時半

場 所：ドミニコ修道院（最寄りバス停「青野木下」）

参加費：大人 500 円（子どもは無料

主催大沢 9 条の会：協賛愛子九条の会・吉成九条の会

オープニング（11：００～）「荒馬踊り」（出演：朝市保育園の若者たち）
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ビデオ上映（11：４５）「ソチ五輪が投げかけたもの」

（交流会）（12：00～13：00）

皆で歌おう！ 春の歌メドレー（13：１５～）

（出演：中村 馨（フルート）＆内澤理佳（キーボード）さん）

しゃべり場・９条（1４：００～1５：30）新里宏二弁護士

「安倍総理 やることがあっぺとっぺだっちゃ」

子ども用のキッズルームもあります。

（

（会場の桜並木）       （新里宏二弁護士）

（これからの催し）護憲三団体共催「5･3 憲法を活かす宮城県民集会」

（このニュース冒頭既述）5･3 憲法を活かす宮城県民集会です。

（これからの催し）こんなに怖い！「特定秘密保護法」

仙台地区教職員九条の会 2014 年度学習会

日時 2014 年 5 月 17 日（土）13:30～
会場 フォレスト仙台４階 B 会議室

内容 ①DVD 視聴「レーン・宮沢事件」（戦時下の[軍機保護法]の怖さ）

   ②講演「特定秘密保護法」 講師野呂圭弁護士

希望者は５月１０日までにファックスで。ファックス 022-272-5674 まで

参加費 750 円

安倍政権の教育改革とは？

宮城女性九条の会第 29 回憲法講座

日時 2014 年 5 月 18 日(日)14 時 15 分～16 時 15 分

場所 旭ヶ丘市民センター3 階第 2 会議室

   〒981-0904 青葉区旭ヶ丘 3-25-15 ℡022-271-4729
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   地下鉄旭ヶ丘下車。改札を出て一番奥のエレベーターを使って 3 階へ。

講師 瀬成田 実さん(宮城県教職員組合執行委員長)
参加費 300 円

主催 宮城女性九条の会（仙台市青葉区上杉 2-１-10 仙台 YWCA 会館内）

連絡先 一戸（022-248-3718）または岡（271-8087）

九条の会（東京）主催「10 周年講演会」に参加しましょう！

九条の会は 2004 年 6 月 10 日に結成されました。その記念日の今年 6 月 10 日、

10 周年を記念した講演会を開催します。

各９条の会はぜひ、ご参加下さい。知は力。大きなエネルギーになります。

みやぎ憲法九条の会では 5 名ほどを予定しています。

日時 2014 年 6 月 10 日（火）開場 17 時 開会 18 時

会場 渋谷公会堂（東京都渋谷区宇田川町１－１ 渋谷区役所隣）

講演 大江健三郎さん 奥平康弘さん、澤地久枝さんなどが講演します。

参加費 1000 円（郵便局の振替用紙（青色）「参加希望枚数・名前・郵便番号・

住所・電話番号」を書いて、下記郵便振替口座に参加券代金(一人 1000 円)を振

り込む。）入場券は郵送する。

郵便振替口座 記号番号 00100-9-774293 加入者名九条の会講演会

連絡先 九条の会事務局 東京都千代田区西神田２-5-7-303 〒101-0065
℡03-3221-5075 ファックス 03-3221-5076

（これからの催し）東北女性弁護士９条の会企画講演会

（仮）政府の「憲法解釈」の＜正当性＞と＜正統性＞

集団的自衛権をめぐって

日時 2014 年 7 月 25 日（金）午後 6 時から

会場 仙台弁護士会館 4 階   入場無料

演題（仮題）「政府の憲法解釈の＜正当性＞と＜正統性＞－「集団的自衛権」を

めぐって」

講師：糠塚康江氏（東北大学大学院法学研究科教授・憲法理論研究会運営委員長）

問い合わせ先：佐久間敬子法律事務所 電話 022-267-2288
       小島妙子法律事務所  電話 022-225-5108  

（やったことの報告）将監九条の会

「集団的自衛権」って何っしゃ？

将監九条の会は 3 月例会で「集団的自衛権」について勉強しました。

山田尚良さんと河相一成さんが立派なレジュメを作成して来てくれました。
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個別自衛権と集団的自衛権について、お二人の話を聞き、しっかり学びました。

次回 4 月 22 日はこの勉強会で学んだことを話し合うことにしました。

集団的自衛権問題は今国会の最大問題。しっかり学び合いたいと思います。

教育をどのように変えようとしているのか（10）（最終回）

2014 年 4 月 15 日          宮城教育大学名誉教授 中森孜郎

６．おわりに

これまで、安倍政権が教育再生実行会議

を中心に推し進めようとしている教育改革

の内容を事項別に見て、その問題点を考え

てきました。

そこで、これらの全体を通して何が見え

てくるのかを、総括的にとらえ直してみる

ことにします。

この教育改革構想は、一言で言えば、子

どもの基本的人権であるべき教育を、国家

が推し進めようとする２１世紀版の新たな

富国強兵政策が必要とする人づくり（国民

づくり）に一変してしまうものだと、私は

考えます。

自民党改憲草案では、基本的人権を「侵

すことのできない永久の権利」と定めた現

行憲法第９７条を削除し、また第１３条の

「すべて国民は、個人として尊重される。」

を「人として」に改め、さらに、現行憲法

第２６条の（教育を受ける権利）に、新た

に「国は、教育が国の未来を切り拓く上で

欠くことのできないものであることに鑑み、

教育環境の整備に努めなければならない」

という第３項を加えています。すなわち、

現在は、教育条件整備は一人ひとりの国民

の基本的人権である教育をひとしく保障す

るための責任であるとされていますが、こ

の改正で、教育を国がすすめる政策の手段

へと変質させているわけです。

安倍首相は「美しい国へ」、｢強い国へ｣

とか｢新しい国へ｣などと、相次いでスロー

ガンを発し、自民党はその目標を達成する

ための政策を、｢日本を、取り戻す。｣ため

に、｢経済を取り戻す。」、「まず、復興。ふ

るさとを、取り戻す。｣、｢教育を、取り戻

す。｣、｢安心を、取り戻す。｣などのキャッ

チフレーズとして掲げています。しかし、

そう言わなければならない程、わが国をダ

メにし、教育をダメにし、生活をダメにし

てきたこれまでの自民党政治への反省は全

くありません。そればかりか、これまでな

し崩しに推し進めてきた新自由主義的政策

や新国家主義的な政策に法的なお墨付きを

与え、それを更に徹底して積極的に推し進

めようということに他なりません。軍事政

策、然り、教育政策、然りです。そして、

そう言った｢国づくり｣の重要な一環に教育

改革が位置づけられているわけです。かつ

て、朝鮮戦争が始められた時代、日教組が

｢教え子を再び戦場に送るな!｣というスロ

ーガンを採択しましたが、そのことが６０

年後の今、現実味を帯びてきたと言えるで

しょう。また、１９６０年代から自民党が

高度経済成長政策の一環として推し進めて

きた｢人づくり｣政策、さらに細川内閣以来

推し進められた競争原理を徹底した一連の

教育改革、それを受けてのこの教育改革は、

完全に教育を、国家が求める人材の「調教」

の場と変えてしまうことになりかねません。

このような危機的な状況にストップをか

けるには、私たち自身が、改めて、基本的
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人権としての教育とは何かについて問い直

し、それについての確信を共有することが

必要ではないでしょうか。

基本的人権としての教育とは、一人ひと

りの子どもが、生存の主体であり、発達の

主体であり、学びの主体であり、その子ど

もが学びの主体としての教育を求め、それ

に応じて子どもに寄り添いながら、その学

びを助けていく営みではないでしょうか。

現行憲法で、第２５条の生存権を受けて

の第２６条には「すべて国民は、法律の定

めるところにより、その能力に応じて、ひ

としく教育を受ける権利を有する。」と定め

られています。しかし、わが国も批准した

子どもの権利条約の中では、より一歩踏み

込んだ、（子どもの教育への権利（the right 
of the children to education）と示されてい

ます。つまり、子どもは単なる教育の対象

ではなく、教育における能動的な主体とし

て位置づけられているわけです。

そのことで思い起こすのは、日中戦争が

始まった１９３７年（昭和１２年）に、山

本有三編『日本少国民文庫』（全１６巻）に

収められた、吉野源三郎著『君たちはどう

生きるか』のことです。この作品の主人公

は、父親を亡くし母親の手で育てられてい

る中学２年生のコペル君です。彼のクラス

に、いつもお弁当に油揚を入れてくるので

「油揚」というあだ名をつけられ、運動も

学業も芳しい出来ではないので、皆から馬

鹿にされていた浦河君がいました。その浦

河君が２，３日、風邪引きとかで休んだの

で、コペル君が彼の家に見舞いに訪れるわ

けです。ところが、その浦河君が意外にも、

所用で出かけている父親に代わって、いっ

ぱしに油揚を揚げている浦河君の自信に満

ちた姿を見て驚き、感嘆するのです。そし

て、それがきっかけで、コペル君は、自分

自身は、消費しているばかりで、何一つ物

を生み出していないことに気づき、父親代

わりの伯父さんにその悩みを打ち明けるの

ですが、それに対して伯父さんがコペル君

に語ったのが、次のことばでした。

「君は、毎日の生活に必要な品物という

ことから考えると、たしかに消費ばかりし

ていて、なに一つ生産していない。しかし、

自分では気がつかないうちに、ほかの点で、

ある大きなものを、日々生み出しているの

だ。それは、いったい、なんだろう。コペ

ル君、僕は、わざとこの問題をいわないで

おくから、君、自分で一つその答えを見つ

けてみたまえ。・・・・お互いに人間である

からには、誰でも、一生のうちに必ずこの

答えを見つけなくてはならないと、僕は考

えている。」

そして、大分間を置いての最終章で、コ

ペル君は、叔父さん宛の手紙の中で、次の

ように書いています。

「叔父さんのいうように、僕は、消費専

門家で、なに一つ生産していません。浦河

君なんかとちがって、僕には、いま何かを

生産しようと思っても、なんにも出来ませ

ん。しかし、僕は、いい人間になることは

出来ます。自分がいい人間になって、いい

人間を一人この世の中に生み出すことは、

僕にも出来るのです。そして、そのつもり

にさえなれば、これ以上のものを生み出せ

る人間にだって、なれると思います。」

この作品の中で、吉野源三郎は、叔父さ

んの口を借りて、人間は自分一人で生きて

いるのではなく、世界中の働く人々とのか

かわりの中で生きているのだという。社会

科学的な物の見方を「人間網目の法則」と

いう言葉を使って、コペル君に教えていま

す。

つまり、叔父さんが教えたかったことは、

人間は、誰かにつくられるのではなく自ら

をつくり出していく存在であり、また世界

の人々との関係の中で、どう生きるかを選

びとっていく存在であるということでしょ
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う。

あの国家主義・軍国主義一色の教育の時

代に、今日にも通用する、基本的人権とし

ての教育について、これ程明快に書いてい

ることは、驚嘆に値します。

私たちが、安倍政権の「教育再生」の名

による教育改革を批判し、阻止するために

は、同時に、私たち自身の教育観や教育実

践の質を根底から問い直すことが欠かせま

せん。そして、真の意味での「教育再生」

をめざす努力を互いに手を取り合って、積

み重ねていかなければならないと思います。

（因みに、すでに私たちのみやぎ教育文化

研究センターが１９９４年に発足した時の

「設立趣旨」には、「日本国憲法・教育基本

法および子どもの権利条約の理念をめざ

し」とともに、「教育の再生をめざして」と

いう小見出しが掲げられています。）

※ 好評を頂きました中森孜郎先生の教育問題は全 10 回で終了致しました。

後ほど合本して E メールニュース「みやぎの九条」でお届します。御愛読あ

りがとうございました。

※ 次号以降二つの企画を考えています。

（１）企画第一：小田中聰樹先生の「戦争・死刑と国家・そして国家と人民」。

特定秘密保護法に至る治安法制と死刑制度について書き下ろしていただき

ます。次号以降 10 回程を予定いたします。小田中聰樹先生は東北大学で刑

事訴訟法を担当され、現在は東北大学名誉教授）

（２）小田中聰樹先生が 4 月に新たな著作を出版されました。ご紹介します。

  書名「国防保安法の歴史的考察と特定秘密保護法の現代的意義」

東北大学出版会刊行。総ページ数 466p（内資料編 77ｐ）。価格 3500 円

著者小田中先生の「御挨拶」は以下の通り。

「 私は、国防保安法の歴史的考察を踏まえ、かっての国家秘密法案の批判

的検討を経て、特定秘密保護法が」いかなる矛盾を抱え、その運用がいかに

危険なものであるかを解明しようとして本書を刊行致しました。」

  注文はみやぎ憲法九条の会までどうぞ！

※ E メールニュース「みやぎの九条」の返信で注文できます。

※ ファックスでも可  022-276-5160

※ 電話でも可     022-278-8812．

（３）企画第二：河相一成先生の「集団的自衛権問題とは？」を同じく 10 回

程度で掲載致します。今国会の焦点です。実践的テーマです。

ご期待下さい。

みやぎ憲法九条の会

〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1 丁目 2-45 フォレスト仙台 5 階

  電話 022-728-8812  ファックス 022-276-5160
  URL   http://www.9jou.jp/        E メール   info@9jou.jp


