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E メールニュース「みやぎの九条」    NO．262 

（2017年 11 月 15日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

 

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 

 「憲法 9条を守り生かす宮城のつどい 2017」まであと４

日、憲法改悪に反対する人も憲法について知りたいという人

もみんなに声かけてつどいましょう。改憲を党是とする自民

党は先の総選挙での勝利を受けてこの秋中に改憲案をまと

めて、来年の通常国会に提案しようとしています。事態は緊

迫しています。 

今年は気鋭の若き憲法学者 木村草太さんの講演です。 

安倍首相の改憲案にどう立ち向かうのか、今後の運動を展望

出来るお話をうかがえると思います。 

 サンプラザを満杯にし、３０００万人署名運動の飛躍にし

ましょう。そのためには、九条の会の仲間はもちろん、友人知人、隣人声かけあってこぞっ

て参加しよう。これからもずっと「戦争しない国」であり続けるために。、 

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 

木村草太先生サインセールは講演前の 12時 30分から開催いたします 
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木村先生はとてもお忙しく、夕方から東京でお仕事のため、お帰りの時間の都合上、サイン

セールは開会前の 12時 30分からと、講演終了後の 3時までの時間となりました。(つどい

終了後の販売もあります) 

どうぞお早めにご来場のうえ、書籍販売にお立ち寄り下さい。 

・講談社現代新書『憲法という希望 憲法に込められた本当の力とは』（800円）    

         第四章では、もと NHKクローズアップ現代国谷裕子さんとの対談 

・沖縄タイムズ 『木村草太の憲法の新手』（1,200円）            

         沖縄の現状を憲から見ると…どのようにみえるのか 

・朝日新聞出版 『日本一やさしい「政治の教科書」できました』（1,100円）     

   AKB48とともにひもとく日本一わかりやすい政治の教科書 今秋出版話題の新著 

・NHK出版   『憲法の条件』（800円）社会学者根大澤真幸氏との共著 

集団的自衛権行使容認に焦点を当て、憲法の意味を捉えなおす意欲作 

・潮出版    『未完の憲法』（1,500円）木村先生の師である奥平康弘さんとの共著                  

他に渡辺治さん著 

・九条の会ブックレット  『安倍改憲派戦争への道』             500円 

・『日米安保と戦争法に代わる選択肢－－憲法を実現する平和の構想』     2,400円 

 

宮城県内 9条の会より希望があれば 3000万人署名宣伝セットを 2000円（送料

不要）でお届けします。本日１０セット発注しました。 

 3000万人署名宣伝セットを１０セットまとめて取り寄せました。県内 9条の会より希望

があれば、ワンセット 2000 円でお届けいたします。内容①のぼり 2枚（W450×H 1500）文

言「安倍 9条改憲 NO！ 憲法を生かす署名、3000万人の声を届けよう」、②横断幕 1枚（H700

×W2000）「安倍 9条改憲 NO！ 憲法を生かす全国統一署名にご協力をお願いします。3000

万人の声を届けよう」、③ポスター3枚（H594×W420）「3000万人の声を届けよう」です。

注文を受けたらみやぎ県内九条の会より宅送します。旗を立てて元気よく署名を集めましょ

う。 

 注文先：みやぎ憲法九条の会 FAX 022-276-5160 
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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 

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 21日、28日、12月は 5日、12日、19日に実施

します。 

場所 仙台市中央通東二番丁 平和ビル前。 

 

12 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】 

 

男女共同参画推進せんだいフォーラム 2017 
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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

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  
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加美「9条の会」2017年学習講演会 

「憲法９条から自衛隊を考える」～子や孫にこのまま手渡そう平和憲法 

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 25 日（土）13：30〜15：30 

会場：中新田図書館視聴覚ホール  

お話：宇部雄介さん（弁護士 仙台中央法律事務所 若手弁護士 9 条の会）  

主催：加美「9 条の会」 

問合せ先：中新田民主病院友の会加美支部内（電話 0229-63-2946)   

 

大沢九条の会 

「第９回 憲法９条まつり」のご案内 

昨今の北朝鮮の「脅威」を利用した憲法を「改正」して日本を「戦争する国」へ作り変え

ようとする動きについて、憲法９条ではこの国の平和と安全は守れないのか、アメリカの軍

事力に依存し、かの国の軍需産業に高いお金を支払って、ミサイル防衛を強化するほかに道

はないのか、お話をお聞きして意見の交換をしたいと思います。 

日 時：１１月 2６日(日)（雨天決行）  午前 1１時半（開場）～午後４時 

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） 

主な催し物： 

・交流会（ランチタイム）＆ 展示即売会（1１：３０（開場）～1２：５０） 

当日は、汁餅（雑煮餅）をご用意します。ミニキッチンさん提供の「ちらし」や「のり巻き」

の販売も致します。また、地元の「採れたて野菜」や 好古堂さんの「ミニ骨董市」、佐藤
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正廣、康広さん親子の「こけし ＆木地物」、井上彫刻さんの工芸品、里山ねっと赤坂さん

のつる細工などの展示即売会も予定しています。 

・オープニング（1３：００～）「フラダンス」（出演： モキハナ広瀬の皆さん） 

・ビデオ上映 （1３：２５～）※ テレビで放映された番組から私たちをとりまく情勢を考

えるうえで参考に なる作品を上映します。 

・しゃべり場・９条（1３：５５～1５：００） 

「戦争する国にしない、させない・９条こそ日本の強み」 

今回は「女性ネットみやぎ共同代表」の山田弁護士を講師にお招きし、お話をお聞きして意

見の交換をしたいと思います。ます。 

・うたごえ喫茶 皆で楽しく歌おう（1５：２５～） 

（出演：菊地 拓郎さん［ピアノ伴奏］） 

主催：大沢 9 条の会（代表世話人 安達喜美子 ☎：090-7323-5059 佐藤正廣、佐藤惠子、富

樫昌良、白鳥謙一） 

協 賛：吉成 9 条の会 愛子 9 条の会 

 

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)   

講師：宇部雄介氏（弁護士） 

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)   
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緊急集会 山城博治さんのお話を聞く会 

「基地の今・平和への願い」 

 このたび、「沖縄と繋がる岩手の会」のみなさんから沖縄の基地運動・平和運動のリーダ

ー山城博治さんを招聘しました。その帰途に急遽、仙台でもお話いただけることになりまし

た。「オール沖縄」をスローガンに非暴力の運動の中心を担う山城さんのお話をうかがう貴

重な機会です。市民の力で「戦争とそれにつながる一切を何としても拒否したい、民主主義

を守り抜きたい」と闘い続ける沖縄のみなさんに連帯し、学び合いたいと思います。 

 

日時：11 月 26 日（日）10:30〜12:30 

会場：仙台市市民活動サポートセンターセミナーホール  

主催：山城博治さんのお話を聞く会実行委員会 

問合せ先：みやぎ憲法九条の会  022-728-8812 

 

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。 

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」 
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 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)  

 

第 46 回憲法連続市民講座「シリーズ日本国憲法 70周年を考える（第 3 回）」 

～日本国憲法の誕生とその理念、そしてこれから～ 

 日本国憲法は施行から 70 年を迎えました。仙台弁護士会では、この節目の時期に、改め

て憲法の意味・価値を考えるべく、4 回にわたって、市民講座を開催します。 

 

日時：１２月６日(水) 午後１８時開会（17 時半開場） 

会場：仙台弁護士会館 ４階大ホール EL: 0225（92）5191) 

参加費：無料（事前申し込み不要） 

内容：①基調報告  竹中大輔弁護士（仙台弁護士会憲法委員会幹事長） 



9 

 

   ②講演「国民が担う立憲主義を考える」 

     講師：佐々木弘通教授（東北大学大学院法学研究科） 

主催：仙台弁護士会、共催：日本弁護士連合会（予定） 

お問い合わせ：仙台弁護士会 022-223-1001 

       仙台市青葉区一番町二丁目 9-18  

 

みやぎ農協人九条の会講演会 

「安倍農政・農政改革・日欧 EPA、今後の農業情勢について」 

みやぎ仙南農協さんの後援を得て、みやぎ農協人九条の会主催で講演会を計画しました。 

みやぎ農協人九条の会は憲法 9 条を守り、農業と農民の利益を守る会です。 

 

日時：12 月９日（土）午後 1 時半～4 時まで 

会場：みやぎ仙南農協角田営農センター２階会議室 

講演：「安倍農政・農政改革・日欧 EPA・今後の農業情勢について」 

講 師 冬木勝仁先生（東北大学教授） 

入場無料 

主催：みやぎ農協人九条の会主催・みやぎ仙南農協後援 

 

第 3回平和フェスタ 

ヒロシマ・ナガサキ「原爆と人間」展 

日時：12 月 8 日(金)11：00～19：00 

9 日(土)  9：30～12：00 

会場：大崎市図書館多目的ホール２F 研修室 

入場：無料 

主催：新日本婦人の会古川支部  

お問い合わせ：中嶋（0229-47-4494）、近江（0229-23-7433） 
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講演会「チェルノブイリの今、福島の今～ 

 1986 年 4 月 26 日に起きたチェルノブイリ原発事故から 31 年。事故の脅威は、いまだに

姿を残す４号機や廃墟の街、人々の健康被害に深く刻まれています。チェルノブイリの今を

理解することは、福島の将来を探るきっかけになるはずです。 

日時：12 月 9 日(土) 13:45 開演（13:30 開場） 

会場：大崎市図書館多目的ホール 

講師：守友裕一さん（福島大学大学院特任教授） 

参加費：無料 

主催：新日本婦人の会古川支部  

お問い合わせ：中嶋（0229-47-4494）、近江（0229-23-7433） 

 

核戦争を防止する宮城医師・歯科医師の会公開企画 

映画「風が吹くとき」上映会 

 平和を信じていた日常が突然もろくも崩れ去り、核戦争に否応なしに巻き込まれていく夫

婦の姿を描いたアニメ映画です。 

日時：12 月 9 日(土) 第一回目 14:00～(13:45 入場可) 

          第二回目 15:45～(15:30 入場可) 

会場：宮城県保険医協会研修ルーム(仙台市青葉区本町 1-2-29 ホンマビル４階) 

参加費：無料(どなたでも参加可) 

主催：核戦争を防止する宮城医師・歯科医師の会  

お問い合わせ：宮城県保険医協会事務局 022-265-1667  

 

戦争を語り継ぐ上映会（１２月） 

「女たちの太平洋戦争」〜従軍看護婦 激戦地の記録〜 
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 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  

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) 
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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。 

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 
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連絡先：仙台中央法律事務所 090-2023-9076 

 

宮城・革新懇第 179 回集会「１２・８ふたたび戦争を繰り返させない集い」講演 

戦時体制下の東北大学～時流への抗いと迎合～ 

 12月 8日は 1941年に日本軍が真珠湾のアメリカ軍基地とマレー半島(当時英領)への奇襲

攻撃を行い、太平洋戦争に突入した日です。安倍内閣は憲法九条に「自衛隊の明記」などを

行う憲法を改悪し、2020 年施行をめざし、「戦争する国づくり」を推し進めようとしてい

ます。太平洋戦争開戦７６周年、ふたたび戦争を繰り返させないという決意の集会です。 

  

日時：12月 8日（金）午後 6時開会 

開場：エルソーラ仙台(アエル２８階)大研修室 

講師：柳原敏昭さん(東北大学大学院文学研究科教授) 

資料代：500円 

主催：平和・民主・革新の日本をめざす宮城の会(仙台中央法律事務所気付 022-227-2291) 


