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E メールニュース「みやぎの九条」    NO．264 

（2017年 12 月 15日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

3000万人署名報告 ８１３筆 

2017年 12月 14日現在  宮城県内 9条の会連絡会 

 14日現在みやぎ憲法九条の会連絡会に届けられた署名数は上記のとおりです。今後毎号

進展状況をお知らせいたします。3000万人署名推進みやぎセンターも発足し、他団体の署

名数なども情報が集約されしだい報告をいたします。20日が第 1回集約日となっています。

県内九条のみなさん報告よろしくお願いします。 

 

3000万署名推進センターみやぎ発足 

12月 11日 於：フォレスト 

 3000万人署名を宮城県内全域で

推進していくために、11月 21日に

白石弘重、佐藤修司、板垣乙未生(以

上、県民運動連絡会事務局メンバー)、

遠藤義輝(みやぎ生協労組)、髙橋正

利(宮城革新懇)の 5人で「3000万署

名推進センターみやぎ」の発足世話

人会を結成し、県内の関係団体に呼

びかけて 12月 11日(月)フォレスト

仙台２F第 6会議室にて発足会議を

開催しました。 

 会議には 29団体、33人が参加し、3000万人署名を成功させるために、県内達成目標数の

共有化・活動状況の把握(組織の目標、達成状況など)・情報の交流と拡散、共同行動の設定

と呼びかけ・学習会の開催などを進めることになりました。 
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全構成組織が参加する「センター会議」を適宜開催しながら、日常的には事務局機能を担う

「センター世話人会」を 10人程度で開催して進めます。 

 会議に参加した鹿島台憲法 9条の会では町民 4人に 1人、5000筆を集めきるために一軒

一軒より署名をもらうように署名数の 3倍の用紙を準備し、1回目は新聞折り込み、2回目

は全戸配布、3回目は戸別訪問ときめ細かく活動する予定とのこと。 

センター連絡先は下記 

 郵便物：981-0933   仙台市青葉区柏木 1-2-45 フォレスト仙台ビル４F 

            宮城県教職員組合気付 3000万署名推進センターみやぎ 

 携帯：080-8206-3511  FAX：022-276-5160  メール：info@9jou.jp 

 

宮城県内の 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。追加発注しました。 
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3000万人署名宣伝セットをまとめて取り寄せています。宮城県内の 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。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 

 

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 19日。1月は 16日、23日、30日に実施します。 

場所 仙台市中央通東二番丁 平和ビル前。 

 

1 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 
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【これからの県内イベント情報】 

落語と映画のつどい 

落語(東北大学落語研究部出演)、映画「はだしのゲン(実写版前編)」 

参加費無料、どなたでも参加できます。誘い合って見に来てください。 

 

日時：２０１７年１２月１６日(土) １３：３０～１６：００ 

会場：八本松市民センター２階会議室 

入場料：無料、どなたでも参加できます。誘い合って見に来てください。 

落語  演目「一目上がり」  演者 太楼手羽先(ふてばさき) 

    演目「鈴ヶ森」    演者 我捨臥舎ぽん(がしゃぽん) 

主催：八本松・郡山九条の会 

事務局：本田英昭  090-2881-7923 

 

第 57 回 宮城県母親大会ｉｎ宮城野」 

記念講演「戦後は続くよ どこまでも？」アーサー・ビナードさん 

生命を生みだす母親は 生命を育て 生命を守ることをのぞみます。 

憲法を生かして、安心して暮らせる社会を！―平和のバトンを若い世代に― 

 

日時：２０１７年１２月１７日(日) ９：３０～１５：３０(受付開始９：００) 

会場：宮城野高校(仙台市宮城野区田子二丁目) 

参加費：700 円(高校生以下無料) 男女を問わずどなたでも参加できます。 

午前(９：３０～１２：００)  分科会 

午後(１３：００～１５：３０) 記念講演・全体会 

主催：第 57回宮城県母親大会実行委員会・宮城野区現地実行委員会 
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連絡先：022－219－2693  宮城野区実行委員会：022-353-5421 

 

映予告  1 月 11 日(木)13：10 から先行上映 

「米軍が最も恐れた男 その名は、カメジロー」 

 占領下の沖縄で米軍の圧政と闘った男の生き様を、貴重な映像で描くドキュメンタリー映

画「一握りの砂も、一坪の土地もアメリカのものではない」沖縄返還 45年、日本国憲法施

行 70年、瀬長亀次郎生誕１１０年、なぜ沖縄の人々は声を上げ続けるのか。その原点はカ

メジローにあった。 

上映日：２０１８年 2月 4日(日)～2月 17日(土)   

上映時間：１１：００～  １３：２０～ (17日は１１：００のみ) 

会場：桜井薬局セントラルホール TEL：022-263-7867 

     仙台市青葉区中央 2-5-10 桜井薬局ビル３F 

入場料：1100円(前売 1000円) 

主催：「米軍が最も恐れた男 その名は、カメジロー」宮城県上映実行委員会 

問合せ  090-3349-6849(加藤) 

 

上映案内 

積極的平和国家の作り方「コスタリカの奇跡」 

 1948 年に軍隊を廃止。軍事予算を社会福祉に充て、国民の幸福度を最大化する道を選ん

だコスタリカの奇跡に迫ったドキュメンタリー。「兵士よりも多くの教師を」というスロー

ガンのもと、国民の幸福度世界一の国家となっています。イラク戦争開戦当時の指導者は参

戦に傾きましたが、これを阻止したのは国民投票で反対した９９％の国民の力でした。１９

８７年には中米の紛争を解決に導いた功績で当時の大統領がノーベル平和賞を受賞。今年 7

月に調印された「核兵器禁止条約」は 20 年前にコスタリカが提案し、今回の議長もコスタ

リカ人でした。 

上映日：２０１８年１月１３日(土) 
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上映時間：１０：３０～  １３：００～  １５：３０～  １８：００～(上映時間９

０分) 

会場：せんだいメデイアテーク７Ｆ スタジオシアター 

参加費：一般１３００円(前売り 1000 円)  学生 500 円(前売りとも) 

前売り券販売：メデイアテーク１Ｆ museumshop6 

(電話予約：022-248-2866 春日、090-7936-3437 須藤) 

主催：「テロにも戦争にもＮＯを！」の会 

連絡先：090-7936-3437(須藤) 

 

第 2 回語りつぐ平和と希望の音楽会ｉｎ名取 

 

日時：２０１８年１月２１日(日)１３：３０(開場１：００) 

会場：名取市文化会館中ホール 

入場券：500 円(前売りのみ) 

演奏曲：小林康浩作品集「おばあちゃんから孫たちへ～平和三部作」より 

   「わせねでや」「HEIWA の鐘」「夢と希望の絆(わ)」(宮城農業高校生による創作曲) 

ゲスト出演：閖上太鼓保存会のみなさん(開幕演奏)、尚絅学院生涯学習センター歌声サーク

ルのみなさん、塩釜高校合唱部のみなさん、宮城農業高校合唱部のみなさん 

主催：「語りつぐ平和と希望の音楽会」実行委員会・宮城のうたごえ協議会 

問合せ：宮城のうたごえ協議会 岡村朋子(実行委委長) 070-6616-8277 

 

第 44回信教・思想・報道の自由を守る宮城県民集会 

１９６７年、時の佐藤栄作内閣がかつての「紀元節」と「建国記念の日」として復活させ、

今日に到っています。この国に天皇中心主義を復活させ、信教・思想・報道の自由を著しく

損ねる恐れのあるこのような動きに多くの多くの人達が反対を表明してきました。 
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ここ宮城でも 1975 年より毎年この日に、信教・思想・報道の自由を求める集会を開いてい

ます。憲法の会編が現実味を帯び、天皇の代替わりが近づいている今、共に課題を考えたく

思います。 

日時  ２０１８年 2 月 11 日(日)14:00(開場 13:30) 

会場  仙台国際センター大ホール 

講演  青井未帆さん(憲法学者・学習院大学大学院教授) 

入場無料 

 講演会後デモ行進を行います。託児所を設けます。当日受付にお申し出ください。 

主催  靖国神社国家管理反対宮城県連絡会 

 

 

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】 

１２・１１ 緊急学習会&総会参加者満杯！ 

こころ一つに「安倍改憲断固阻止！3000 万署名推進」の意思統一 
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１２月１１日（月）安倍政権にレッドカードを！塩釜地域実行委員会が草場裕之弁護士を

迎えて緊急学習講演会を開催しました。以下推進ニュースより 

 昨日のレッドカード実行委員会による、緊急学習講演会&総会には、54 名の方が参加し、

会場は定員オーバーになるほどでした。安倍改憲を何としても阻止したいということが示さ

れたのではないでしょうか。 

学習講演会では、草場弁護士は、「９条は第二次大戦の惨禍によって出来たもの」「９条に

自衛隊が書き加えられると安保法制が適用された戦争する国になる」「武力に頼らない９条

を生かした積極的平和主義の見本としてペシャワール会の砂漠緑化潅漑事業の実例などが

あるが、自衛隊が書き込まれると日本の平和ブランド（国際的な信用）が一夜にして崩され

る」「野党と市民が統一し連帯すれば改憲は阻止できる」などを分かりやすく説明され、3000

万署名運動のもつ意義を熱く語られました。

 

講演後、短時間ですが総会を行い、次のような当面の取り組みを行うことを確認しました。 

12 月 15 日(金) 年金者組合の年金引き下げ・安倍改憲反対宣伝行動 

１０：００～ 塩釜年金者組合    地方労連そば駐車場集合 

１３：００～ 多賀城年金者組合   市民プール下 斉藤宅集合 

12 月 19 日(火) 安倍改憲反対宣伝行動 

７：４５～ 下馬駅 

１０：００～ 市街地宣伝行動 国賠同盟塩釜支部  斉藤宅集合 

12 月 25 日(月) 社会保障改悪・消費税増税・安倍改憲反対宣伝行動 

         ７：４５～ 下馬駅 

        １０：００～ 市街地宣伝行動   南町会館集合 
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安倍政権による九条改憲許さず 

「閖上朝市での早朝宣伝と署名活動」 名取九条の会 

12 月 10 日(日)午前 6:30～1 時間。10 名の参加で、横断幕、幟、ポスターの署名セットを

活用して実施した。署名を 31 筆集約し、チラシ(署名用紙を折り込みしたもの)約 100 枚配

布しました。多い集約ではなかったが、真新しいグッツ使用の宣伝効果はあったようだ。 

署名してくれた方の 3 割程度は仙台の人、福島の相馬からの方も 4 人おられた。 

名取市全体で 15,000 筆を署名を

目指して、その内名取九条の会は 3

分の１、5000 筆を目指して活動し

ています。呼びかけ人およびニュ

ース会員で日常的に顔を合わせな

い方主体に返信用封筒を準備し、

署名用紙、署名のお願いと留意事

項を記したものを配布しました。

35 通 120 筆ほどが返送されてきて

います。 1000 戸の団地を設定し

て、県連絡会作成の封筒を配布し

て署名の要請を行う予定です。(後

藤、12 月 11 日の報告より) 

 

大沢九条の会 

「第９回 憲法９条まつり」の８０名参加 

 青葉区大沢九条の会は恒例の「憲法 9 条ま

つり」を１１月 2６日(日)（雨天決行） ドミ

ニコ修道院で開催しました。当日は、心配し

ていた天気も回復、穏やかな小春日和に恵ま

れ、８０名ほどの方に参加していただきまし
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た。オープニングは、モキハナ広瀬の皆さんにフラダンスを踊っていただきましたが、観客

の皆さんも踊りに合わせて一緒に手を動かされて、とても和やかな空気になりました。「し

ゃべり場」は、山田いずみ弁護士に、昨今の北朝鮮の「脅威」を利用した９条改憲の動きな

どについて子育て中のお母さんのおひとりとしての目線も交えて話していただきました。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

産業に高いお金を払ってミサイル防衛を強化するほかに道はないのか、これからも議論を深

めていきたいと思います。「うたごえ喫茶」は、仙台在住の若いピアニスト菊地拓郎さんの

「若い広場（サザン）」の演奏で始まり、次いで懐かしの昭和歌謡、さんぽ（となりのトト

ロ）、ビリーブ、アンコール曲の「涙くんさよなら」まで拓郎さんの「心をやさしく奏でて

みたい」という思いを受けて、皆さん大きな声で歌って大変盛り上がりました。(大沢九条

の会ニュースより)  

 

 


