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E メールニュース「みやぎの九条」    NO．261 

（2017年 11 月 1日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

総選挙後、改憲の新たな局面に際し「９条改憲ＮＯ」の声を草の根から 

                     ２０１７年１０月２７日 九条の会事務局 

 

  憲法と日本の進路に大きな影響を与える総選挙が終わり、自民党は２８４議席を獲得し、

公明党、希望の党、維新の会合わせて改憲勢力が３７４議席、全議席の８割を超えた一方、

安倍改憲に反対する側は、野党分断の攻撃を乗り越え、立憲民主党、共産党、社民党、無所

属を合わせて９０議席前後を獲得しました。 

 もちろん、改憲諸党のなかでも公明党が９条改憲には消極的な態度を示し、維新の会が教

育無償化に重点を置くなど改憲原案取りまとめまでには紆余曲折はあるでしょう。しかしそ

れは、９条の「改正」に対する国民の警戒心への対策にほかならず、改憲勢力の本命はあく

まで９条改憲です。しかも安倍首相は｢スケジュールありきではない｣といいながら、多数の

議席を背景に、あくまで１８年通常国会での改憲発議、秋の国民投票実施に照準を合わせて

います。 

  一方、９条に自衛隊を書き込むことについては、選挙後の世論調査でみても、設問の仕

方に多少の違いはあるにせよ調査媒体によってまったく反対の結果が出ている（「朝日」賛

成 36％、反対 45％、「読売」同 49％、39％）ように、安倍９条改憲の危険性が充分に伝わ

っているとはいえない状況があります。 

 九条の会も参加している「安倍９条改憲ＮＯ！全国市民アクション」が提起した３０００

万人署名の取り組みがいっそうその緊急性を増しています。通常国会での９条改憲発議を阻

むために、全国の草の根で、全力で３０００万署名に取り組みを強め、改憲勢力が改憲を発

議できない状況を作り出そうではありませんか。こうした幅の広い声を結集することで、万

一発議が強行された場合にも国民投票でそれを否決する力をつくることができます。 

 何よりも３０００万署名を軸にきめ細かい対話の運動をすすめましょう。 

 九条の会が発行したブックレットやポスターを使って学習会を持ちましょう。 

 すべての地域で、新たに選出された地元の国会議員に対し、９条改憲反対のメッセージを

伝え、「９条改憲ＮＯ」の態度をとるよう訴えましょう。 
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憲法 9条を守り生かす 宮城のつどい２０１７ 

戦争する国にしない、これからもずっと 

 日本国憲法施行から 70 年となりました。憲法の核心のひ

とつは「再び戦争はしない」と、戦力の保持・交戦権を否定

した憲法９条に代表される「平和主義」です。私たちはこの

憲法をよりどころに、戦後の 70年間、この国の平和と、一

人ひとりのかけがえのない命と人権を守り続けてきました。

政府が戦争への道に踏み出そうとする道をおしとどめてき

ました。祖父母や父母、戦争を体験した人々の悲痛な思いを

まっ直ぐに受け止めて。 

 しかし、安倍内閣は着々と「戦争する国づくり」を進めて

います。2014年の「集団的自衛権行使容認の閣議決定」や

2015年成立の「安全保障関連法（戦争法）」は、自衛隊が

海外で武力行使できるようにするためのものです。 

 けれども憲法９条が存在する限り、これらは明らかに憲法違反となります。なんとしても

この壁を壊したい安倍首相は今年 5月 3日の憲法記念日を前に、「現在の憲法九条の 1. 2

項はそのままに、新たに 3項を加えて自衛隊の存在を明記する」と自らの改憲案を表明しま

した。東日本大震災を経験した私たちは、自衛隊が災害救助にどんな役割を果たしているの

かを知っています。被災地の人々と汗と涙を共にした隊員たちの働きを忘れることはないで

しょう。しかし、安倍首相が憲法９条に書き込みたい「自衛隊」はそれとは対極の「戦争参

加のための軍隊としての自衛隊」です。憲法９条を持つ日本の「安全保障」は軍事力によっ

てではなく、戦後 70年培った『非戦の信用力」に依拠した外交の力にあるはずです。 

 これからもずっと「戦争しない国」であり続けるために、気鋭の憲法学者、木村草太さん

のお話しに学び合いたいと思います。どうぞお誘いあわせてご参加下さい。 

日時：11 月 19 日（日）13:00～15:30 

会場：仙台サンプラザホール(ＪＲ仙石線榴岡駅下車すぐ) 

入場料：無料 

主催：みやぎ憲法九条の会 協賛：宮城県内九条の会連絡会  

問合せ先：022-728-8812 FAX：022-276-5160 
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安倍改憲 NO！３０００万人署名 １０万人以上の署名をめざす 

宮城県内九条の会連絡会 

 宮城県内９条の会連絡会は連絡会として 10 万名以上の署名を集めることを目標に県内各

九条の会に署名用紙を配送しました。各地の 9条の会から、個人から次々に署名が届けられ

ています。昨日（10月 31 日）の火曜日の定例宣

伝では昼休み 1時間の宣伝で 97筆が集まりまし

た。宣伝行動には全体で 16人、そのうち画板を

持ち署名を集めた人が 5 人、他の方は「stop！

戦争への道 今のままの憲法 9 条を守ろう！」

と「憲法 9 条を守り生かす 宮城のつどい２０

１７ １１．１９集会の案内」チラシをセット

して配布しました。配布数は４４０セットで、

選挙前より受け取りがよくなりました。 

 署名は一人当たり 20 人集めたことになり、街頭署名ではか

つてない反応となりました。この調子でどんどん行きましょう。 

 

 

 

１１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。 

11月 19日は「憲法 9 条を守り生かす宮城のつどい 2017」の大集会があり「つどい」の参

加を 19日行動とします。 

◆街頭宣伝 
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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。11月は 7日、14日、21日、28日に実施します。 

場所 仙台市中央通東二番丁 平和ビル前。 

 

11 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。 

11月 3日は総がかり行動実行委員会が国会包囲全国 100万人行動を提起しており、宮城

県内でもこれに呼応して、３の日行動と合わせて取り組まれます。 

 

●名取市     ヤマザワ前道路交差点 

●宮城野区    坂下交差点 

●憲法会議、宮城県労連、宮城革新懇 仙台市中央通東二番丁 平和ビル前。1：00～ 

●6地域九条の会 みやぎ生協セラビ幸町前（11:30～／3000万署名活動） 

 

【これからの県内イベント情報】 

講演会 

「民本主義と立憲主義」～戦前の日本と戦後の日本～ 

  

日時：11月 3日（金）14:00 開演 

会場：吉野作造記念館研修室（大崎市古川福沼 1丁目 2番 3号） 

講師：篠田英朗氏（東京外国語大学総合国際学研究院教授） 

参加費：５００円(常設展、企画展含む、市民大学対象講座) 

定員：９０名 
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申込：電話予約必要 

主催：吉野作造記念館（0229-23-7100） 

 

宮城女性九条の会第 37 回憲法講座 

「九条に 3項を加えるとどうなる」～安倍改憲のねらいは～ 

 5月 3日、安倍首相は 2020年の施行をめざして、いきなり、9条改憲を明言しました。「１・

２項に加えて、3項に自衛隊を明記するだけ。これまでと何も変わらない」と。これに対し

て野党・一部マスコミ・有識者は「首相の立場をわきまえない改憲発言」と強く抗議、「何

も変わらないどころか 1 項・2項がないと同じことになる」と警告しています。 

 

日時：11月 12日（日）13:30～15:30 

会場：仙台市市民活動サポートセンター４F 研修室５ 

（仙台市青葉区本町二丁目 8-15 022-212-3010） 

講師：佐久間敬子氏（弁護士） 

参加費：３００円(資料代) 

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

連絡先：090-5832-6836（鹿戸） 022-241-0429（門脇） 

 

鶴ヶ谷地域九条の会学習講演会 

「九条に自衛隊を明記することについて」～どう変わる・平和主義の原点～ 

 安倍首相は 5月 3日、戦力の不保持などをうたう憲法９条を改正し、自衛隊の存在を明記

する改憲案を挙げた。2015 年 9月 19日に参議院で強行採決された「安保法の成立」を受け

て、「９条に自衛隊を明記すること」は、「今ある自衛隊を単に認める」にとどまらない危

険性がある。 

 

日時：11月 12日（日）14:10～16:00(14:00開場) 
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会場：みやぎ生協鶴ヶ谷店２F 組合員集会室（仙台市宮城野区鶴ヶ谷２丁目） 

講師：喜多村治雄弁護士（元仙台高裁民事部裁判長、第一東京弁護士会所属） 

参加費：無料 

主催：鶴ヶ谷地域九条の会 

連絡先：090-8780-8091（篠原） 

 

男女共同参画推進せんだいフォーラム 2017 

家族への「国家の加入」？～今、家庭教育支援法から考える～ 

 「家族ってなんだろう」と考えることはないでしょうか。家族間でも無意識のうちに、女

性の果たすべき役割が規定されていたりします。憲法 24条は『個人の尊厳、婚姻の自由や

両性の本質的平等』をうたうものに対し、今、国会で審議されている「家庭教育支援法」は

家族のあり方に国家が介入するものではないかと危惧されます。多様な家族のあり方を考え

てみませんか。 

 

日時：11月 18日（土）13:30～15:30 

会場：エルパーク仙台５F セミナーホール 

講師：水野紀子さん（東北大学法学研究科教授） 

参加費：500円 

主催：（公財）せんだい男女共同参画財団 

企画・運営：「女の平和」ピースアクションみやぎ  

連絡先：090-5832-6836 

 

戦争を語り継ぐ上映会（１１月） 

「土と兵隊」〜中国大陸で戦う陸軍歩兵の悲惨さを〜 

 １９３９年製作、原作：火野葦平、監督：田坂具隆。「戦時国策映画」の一つ、中国大陸

で戦う陸軍歩兵の一分隊をドキュメンタリータッチで描く。派手な戦闘場面もなく、１３名



7 

 

が命令に従いひたすら前進（移動）する姿を通して、戦争の悲惨さを克明に映く。危険が持

ち構えていると知りながら、命令に従い前進するなかで次々に命を落とす同胞を満足に弔う

こともできずに、それでも前進を続ける。 

 

出演：小杉勇、井染四郎、見明凡太郎ほか。 

日時：11 月 22 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  

憲法９条ってなにっしゃ Part ４３ 

憲法ってなんだろう ～総選挙の結果を受けて～ 

先の総選挙で与党が定数の３分の２以上の議席を獲得しました。報道では、憲法改正論議

が加速するとされていますが、どのような内容の改正が議論されようとしているのでしょう

か。改正案の問題点を考えながら、今一度、日本国憲法の真価を確認しましょう。憲法を守

る運動は幅広い階層の人々が結集し長期の対決になろうとしています。こうしたなかで情勢

の特徴と運動の方向について語り合い、学びあう場にしたいと思います。 

日時：11 月 26 日（日）13：00〜15：00 

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

主催：九条の会を守る加茂の会 

問合せ先：油谷重雄(電話・FAX 022-378-5765)    

 

第 10回 憲法カフェ「原爆を語りつぐ」 

 敗戦から 72 年たって「戦争の悲惨」や「核兵器のむごさ」を知らない人がほとんどにな

りました。北朝鮮の核兵器・トランプ米大統領の発言などで「戦争」が身近な問題になって

きています。あらためて日本国憲法、とりわけ 9 条が平和を支えてきたこと、これからの平

和を支えるものであることを確かめる学びの場になればと思います。 
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日時：11 月 26 日（日）１４：００〜１６：００ 

会場：若林区中央市民センター第 3 会議室(区役所並びの新しい建物２F です)   

主催：南小泉・蒲町校区９条の会  

問合せ先：松尾(022-231-2712)    

 

第 26 回平和のつどい 

展示パネル「被爆詩人・峠三吉 日記から見る１９４５年」 

 代表作「原爆詩集」が生まれる元となったとされる日記を紹介するパネル。日記はことし

生誕百年を迎える峠三吉が昭和 20 年につづったもの。 

 

日時：１２月２日(土) 午前１０時～午後５時、１２月３日(日) 午前１０時～午後４時 

会場：みやぎ生協文化会館アイトピアホール(石巻市中央 2-7-3; TEL: 0225（92）5191) 

入場：無料 

内容：  

〈２日〉お話と歌で伝える戦争体験(2:00～3:00) 

    「東京大空襲」 お話：佐藤守良さん(90 歳) 歌：「明日知れぬ別れの日」他 

〈３日〉戦争と平和を考える(11:00～12:00) 

    DVD「戦後 60 年 海に沈んだ軍事機密」 昭和 19 年陸軍兵士を輸送する日連丸

が撃沈された事件は隠蔽」された。 

お話は日連丸乗組員遺族 高橋昭義さん 

平和コンサート(13:30～15:10) 

主催：「平和のつどい」実行委員会 

連絡先：電話 0225-96-3247(菊池英行)  

 

戦争を語り継ぐ上映会（１２月） 
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「女たちの太平洋戦争」〜従軍看護婦 激戦地の記録〜 

 使命感に燃えて戦地に向かった日赤の「従軍看護婦」。しかし、待ち受けていたのは、あ

まりに残酷な戦場の現実だった。献身的な看護のかいなく次々と亡くなっていく傷病兵。そ

して、戦況悪化の中、看護婦たちも生死の境をさまようまでに追いつめられる。（２０１５

年テレビ放映） 

同時上映：「告白〜満蒙開拓団の女たち〜」 

 終戦後の旧満州。命を守るために若い女性に犠牲を強いた開拓団があった。戦後長く語ら

れなかった女性たちの告白。（２０１７年テレビ放映） 

 

日時：12 月 14 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  

問合せ先：泉病院友の会 378−3883  

 

ユニセフ映画上映会 

「ライオン 25年目のただいま」 

僕は 5歳で迷子になった それから 25年間、ずっと探している 僕の人生の失われたカ

ケラをー  ユニセフが取り組む児童労働や人身売買、ストリート・チルドレンなど子ども

達を脅かしているさまざまな問題を 5歳の少年の目をとおして描いています。 

監督：ガース・デイブイス  制作：イアン・カニング『英国王のスピーチ』 

原作：“25年目の「ただいま」 5歳で迷子になった僕と家族の物語”サルー・ブライアリ

ー著 

 

日時：12月 16日（土）①10：30～12：30 ②14：00～16：00(開場 30 分前) 

会場：せんだいメデイアテーク７F スタジオシアター  
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入場：無料 ①②選択の上、事前にお申し込みください。「参加券」をお送りします。 

募集：各回 150名(定員になり次第締め切ります) 

申し込み：電話 080-5849-6072  FAX 022-218-3663  

E-mail sn.municef_miyagi@todock.jp 

主催：宮城県ユニセフ協会(仙台市泉区八乙女 4-2-2 みやぎ生協 A棟３F) 

 

2017 年度吉野作造記念館後期企画展 

「９０年前の清き一票」～普通選挙のはじまり～ 

90年前の 1928年(昭和 3)、日本で最初の普通選挙法に基づく衆議院議員総選挙が行われ

ました。多くの人々が初めて有権者となり、投票に臨んだ最初の普通選挙は、どのようなも

のだったのでしょう。政治参加とは何か、民主主義とは何か－私たちの先輩たちの軌跡をた

どりながら考えてみる。 

 

日時：10月 8日（日）～12月 28日(木) 

会場：吉野作造記念館企画展示室（大崎市古川福沼 1丁目 2番 3号）  

入館料：一般 500円、高校生 300円 

主催：吉野作造記念館(大崎市古川福沼 1-2-3)  TEL0229-23-7100 

 

日本軍「慰安婦」問題パネル展 

～フィリピン・立ち上がるロラたち～ 

フィリピンはアジア太平洋戦争で日米の決戦場となり、総人口 1600 万の内 110万人以上

が犠牲になったところです。日本軍による性暴力被害は 1990年代に入ってアジア各国の被

害女性が告発を始めました。ロラ(タガログ語でおばあさん)たちの勇気ある名乗り出と日本

政府を相手取った裁判闘争でその実態が明らかになってきました。 

日時：11月 18日（土）～11月 24日(金) 通常開催時間 10:00～19:00 

   18日は 13時～、24日は 16時まで。11月 20日は福祉プラザの休館日です。 
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会場：仙台市福祉プラザ ２階展示ロビー  

主催：日本軍「慰安婦」問題の早期解決をめざす宮城の会 

連絡先：仙台中央法律事務所 090-2023-9076 

 

【お知らせ】 

例年好評！ 「憲法 9条カレンダー」のご案内 

●キッチン、居間、こども部屋等家族の目につきやす

いところに下げて、毎日 9条の訴えを。 

5冊以上の注文をいただけば、1冊 1100円、4冊以

下の場合は 1300円(売価)でお分けいたします。 

宅配希望の場合には送料をご負担頂きます。事務局で

お受け取りの場合には来局の日時を連絡の上、代金と

交換でお受け取りください。 

申込〆切：在庫なくなり次第終了します 

申込先：みやぎ憲法九条の会（仙台市青葉区柏木１丁

目 2-45 フォレスト仙台５F） 

申込方法：氏名、住所、電話番号、申し込み冊数、受

取方法（宅急便または事務局で受取のいずれか）をご記入の上、FAXかＥメールでお申し込

みください。 FAX:022-276-5160    Email：info@9jou.jp 

支払方法：宅配でお届けする時は、郵便振替用紙を同封します。 

 


