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E メールニュース「みやぎの九条」    NO．263 

（2017年 12 月 1 日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

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。 

 

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。
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  こんな使い方できます。11月 28日(火)街頭宣伝↑→ 

 

 

県民へのアピール 

 11月 19日開催された「憲法 9条を守り生かす 宮城のつどい２０１７」には 1800名の

市民が参加しました。「県民へのアピール」が採択されましたので紹介します。 

 

アピール 

「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果

であって、これらの権利は、過去幾多の試練に耐え、現在及び将来の国民に対し、侵すこと

のできない永久の権利として信託されたものである」(憲法 97 条) 

宮城県民の皆さん 

誰でもみんな 生まれながらに人としての大切さを持っていること 

誰でもみんな 自分らしく生きることが尊重されること それが基本的人権 

そして、これらをまっとうするための国民主権と平和主義 それが私たちの憲法の柱です。 

今年 5 月 3 日、日本国憲法施行 70 周年を迎え、私たちは改めて憲法をひもとき確認しま

した。よりより世界へのおおいなる希望と夢がこの憲法に込められていることを。 
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しかし、記念すべきその日に、安倍首相が表明した改憲案は「憲法 9 条に 3 項を加え自

衛隊を明記する」ということ、つまり自衛隊を、これまでの専守防衛の役割を超えてアメリ

カ軍と軍事的行動をともにする任務を持つ「軍隊」に変えるということです。 

東日本大震災の折、被災地の私たちと汗と涙をともにした、あの「自衛隊」の働きとは正

反対の、いのちを奪い奪われる戦争参加の任務をもった「自衛隊」に換えるということです。 

これは私たちの国のあり方を 180°転換することにほかなりません。 

10 月 22 日の総選挙の結果、与党が憲法改正発議に必要な 3 分の２の議席を有しただけでは

なく、改憲を容認する勢力は 8 割の議席を占めました。まさに 9 条の危機です。 

しかし、選挙中の各種調査からも九条を変えることについては慎重な、あるいは否定的な

反応が依然として半数を超えていると伝えられています。 

憲法をどうするのか、決めるのは私たち主権者です。 

この危うい時代だからこそ、憲法 9 条という世界にも稀なる宝ものを手放すわけにはいき

ません。 

全国津々浦々に広がった九条の会は今、「憲法９条改憲阻止 3000 万署名」に取り組んで

います。 

戦後 70 年余、国連核兵器廃絶禁止条約に実を結んだように、たくさんの人たちが平和へ

の種をまき続けてきました。こうした歩みの持つ力を信じ、草の根からの対話をさらに広く

掘り起こし、憲法をどうするか、みんなで考え合っていきましょう。手をつなぐ人の輪を幾

重にも大きく結んで、ともに平和への道を歩んで参りましょう。 

宮城県民の皆さん 

2015 年の安保法制に反対する運動は歴史的な大きな闘いに発展しました。そして昨年の

参院選以降、市民と野党の共同の力が発展しています。 

その真ん中にいつも市民の力があることこそ、改憲派にとっての脅威に他なりません。 

「連帯と共同」という主旋律は折り合いと調和を探しながら、これからもきっと日本中で

奏でられていくに違いありません。憲法が指し示す道を歩むために。 

 2017 年 11 月 19 日 

 輝け世界に! 伝えよう未来へ!  憲法 9 条を守り生かす宮城のつどい 2017 参加者一同 
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１２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。 

●仙台市の 19日行動 

12月 19日は 12時～13時まで、みやぎ憲法九条の会と宮城県内九条の会連絡会の街頭宣

伝と同じ場所で行います。 

●石巻市の 19日行動  

日時 12月 19日（火）  15:30～16:30 場所 石巻工業高校前蛇田交差点 

 

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。12月は 5日、12日、19日に実施します。1 月は 16 日、

23日、30日 

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】 

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)  

 

ドキュメンタリー映画上映会 

山田徹監督・制作「新地町の漁師たち」 

 漁師として生きる。漁師として海を守る。あの日、福島の海は終わったと言われた・・・

被災者の立場を超えた。「私たちの復興」を問いかける漁師たちの 3 年半の記録 

 

日時：１２月３日(日)～１５日（金）  各日１３：３０より上映 

   ＊初日に山田監督＆小野春雄さん（新地町漁師）挨拶、新地町産シラス（試食サイズ）

を贈呈（先着順なくなり次第終了） 

会場：桜井薬局セントラルホール（クリスロード商店街、ドコモショップ向い） 

仙台市青葉区中央 2-5-10 桜井薬局ビル３F TEL: 022-263-7868 

入場：一般 1800 円、大学生・専門学校生 1500 円、高校生以下 1000 円 
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   ６０才以上 1100 円。 

 

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） 

   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  

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) 
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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） 

  

講演会「チェルノブイリの今、福島の今から」 

 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 
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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  

 

憲法九条将監の会 11 周年記念のつどい 

日時：201７年 12 月 10 日（日）13:00（開場 12：30）～15:00  

会場：泉区将監市民センター研修室 

第一部 

ＤＶＤ視聴 「九条を抱きしめて～元米海兵隊員が語る戦争と平和～」 

アレン・ネルソンさんをご存じですか？ 

ネルソンさんは１９３７年アメリカニューヨーク州ブルックリン生まれ、貧困生活から

逃れようと１８歳で海兵隊に入隊、沖縄での訓練を経て１９歳でベトナムの最前線に行っ

た方です・・・ 

第二部 おはなしあい 

感想、戦争や平和について日ごろ思っていること、疑問に思うこと、なんでも話し合っ

てみましょう 
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安部改憲 NO！ ３０００万署名の推進強化のために！ 

緊急学習講演会「安倍改憲の現状と改憲阻止の展望」 

安倍政権は、憲法９条に「自衛隊」を書き入れることをねらっています。安部改憲を許す

なら、自衛隊の海外派兵や武力行使・集団的自衛権行使も合憲とされる事態になります。今

回、改めて安部改憲について学習をし、改憲を阻止する展望をしっかりつかもうではありま

せんか。また、講演会後、安倍政権にレッドカードを！塩釜地域実行委員会総会を短時間で

開催し、安部改憲 NO！３０００万署名の取り組みについて、協議します 

日 時：１２月１１日（月）  

午後６時１５分～ 開場 午後５時５０分 

場 所：塩釜市公民館１階 視聴覚室 

講 師  草場裕之弁護士 

主 催 ： 安倍政権にレッドカードを！塩釜地域実行委員会 

     事務局 : 塩釜地方労連内 塩釜市錦町１７－６ TEL・FAX365-2701    

 

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〜 

 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  
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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 

 

【九条の会等の活動報告】 

憲法 9条を守り生かす 宮城のつどい２０１７ 

 11月 19日、サンプラザホールにて開催された「憲法 9条を守り生かす宮城のつどい 2017」

には 1800名のみなさんが集い、熱気にあふれる集会となりま

した。講師の木村草太さん（首都大学東京大学院教授）が「憲

法９条の今後」という演題で講演されました。木村さんは自

衛隊と憲法 9条を論ずる際には武力行使に関する国際法と、

日本国憲法、2015年制定の安保法制について正確に理解する

ことが不可欠であると話され、現代の国際法では武力行使は

原則禁止しており、武力行使は違法となる。武力禁止の例外となるのは安保理決議・個別的

自衛権・集団的自衛権に基づく３種類としている。日本国憲法には軍事活動の権限や責任を

どの機関に配分するかの規定がまったく存在せず、軍を指揮・管理する手続き規定もない。

したがって、憲法 9条は外国に武力行使を行うための軍・戦力の保持を一切禁止していると

理解すべきである。外国からの侵略から国民を保護するのは憲法 13条の国民保護義務が根

拠となる。だから、自衛隊は憲法 9条 2項にいう軍や戦力ではなく個別的自衛権については

合憲だと説明できる。憲法 13条は国民の生命・自由・幸福追求の権利の保護を義務付けて
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いる規定であり、外国の防衛を義務付けていないから、集団的自衛権の根拠とすることはで

きない。集団的自衛権の行使は憲法違反だが、個別的自衛権の行使のための自衛隊は必要で

あり、かつ憲法 9 条の改正は必要ないと憲法学者の立場で話されました。第 2部は仙台弁護

士会スイングローヤーズによる楽しいミニコンサートを堪能しました。会場募金は 685,880

円と過去 3番目の金額で、準備した木村先生の書籍 170冊は完売でした。 

 

 

 

 

緊急集会 山城博治さんのお話を聞く会に 140人 

「基地の今・平和への願い」 

 11 月 26 日（日）、仙台市市民活動サポートセ

ンターセミナーホールで沖縄辺野古基地の反対闘

争のリーダー山城博治さんのお話を聞く会が開催

されました。 

急な呼びかけにもかかわらず、会場いっぱいの

140 名が集合、立見席もできて関心の高さが示さ

れました。無抵抗で座り込む沖縄の住民の上に襲

い掛かる権力の実体を具体的に生生しく紹介して

いただきました。カンパが 131,035円集まり、全

額を沖縄の闘争支援としてお送りしました。 

 


