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E メールニュース「みやぎの九条」    NO．267 

（2018年 2月 1日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

3000万人署名九条の会連絡集約は 5146筆 

2018年 1月 26日現在  宮城県内 9条の会連絡会 

 前回報告(1月 12日現在)の 2839筆より 2577筆増えて 5146筆になりました。1月 28日の

交流会の紹介では「9条を守る加茂の会」で既に 1400筆を超えているとのこと。一部しか

まだ集計されていないので、各九条の会で手持ちがあるときは早急にお送りください。 

 また、九条の会以外の団体では 8813筆の到達であり、合計で 13,959 筆になっています。 

 

 

２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」を求めて毎月行っている運動です。 

●仙台市の 19日行動 

2月 19日(月)は 12時～13時まで、仙台市中央通東二番丁 平和ビル前で行います。 

●石巻市の 19日行動  

2月 19日（月）  15:30～16:30 場所 石巻工業高校前蛇田交差点 

●涌谷町の 19日行動 

 2月 19日（月）  13:00～13:30 場所 涌谷公民館前交差点（終了公民館で憲法 Café、

毎月開催しますが、土日に当たる場合は第 3月曜日） 

 

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。2月は 6日、13日、20日、27日に実施します。 
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場所 仙台市中央通東二番丁 平和ビル前。 

 

2 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 

●涌谷町     涌谷公民館前交差点 

 

【これからの県内イベント情報】 

 

「弁護士会ウイーク」開催イベント 

死刑を考える日 映画「死刑弁護人」上映会 

 死刑事件を請け負う弁護士は少ない。“極悪人の代理人”“人殺しを弁護する人でなし”

と世間から様々なバッシングを受けるだけでなく、人命が奪われた事件を通し、加害者と被

害者双方の悔恨や悲嘆に苦悶することになるからだ。 

上映日：２０１８年２月４日(日)  

上映時間：１０：３０～ ／ １３：００～ ／  １５：３０～ 

会場：せんだいメデイアテーク７階スタジオシアター 

入場無料・予約不要 

主催：仙台弁護士会 共催：日本弁護士連合会(予定)、東北弁護士連合会(予定) 

問合せ：仙台弁護士会 022-223-1001  

 

 

上映会のご案内 
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「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) 

  

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」を「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。 

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。憲法の改変が現実味を帯び、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（会場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 
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南小泉・蒲町校区 9条の会第 11回憲法カフエ 

安倍首相が 9 条に書き込もうとしている「自衛隊」は専守防衛・災害救助に活躍するこれま

での自衛隊とは全く違う。安保法制のもと海外で闘うようになる「軍隊」としての自衛隊に

なります。 

日時 ： ２０１８年２月１２日（月・休日）１３:３０～１５：３０ 

会場：  若林区文化センター２F セミナー室（仙台市若林区南小泉 1-1-1） 

話題提供：十河 弘さん（弁護士） 

資料代： 300 円 

主催：  南小泉・蒲町校区「９条の会」 

連絡先： 松尾重信（231-2712） 

 

大袈裟太郎の沖縄高江報告会 

 講演内容：沖縄高江米軍基地反対運動、安倍昭恵高江来訪、オスプレイ墜落現場中継、籠

池家家宅捜索生配信、高江米軍ヘリ墜落現場などなど 

日時 ： ２０１８年２月１２日（月・祝）１３:００～１５：００ 

会場：  栗原市市民活動支援センター２F 多目的室 

資料代： 1000 円 

主催： 栗原九条の会 

問合せ：kurihara.info@yahoo.co.jp 

 

2018 年度第 1 回憲法学校 

とっても危険な国民投票法 

自民党は憲法改正に関する論点とりまとめを行うなど、今年中の憲法改正案の国会発議を狙

っています。仮に、憲法改正の国会発議がなされれば、国民投票法のもとで改正手続きが行

われます。同法には最低投票率の定めがないなど様々な問題点が指摘されています。 
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日時 ： ２０１８年２月１５日（木）１８:１５～(１８時開場) 

会場：  仙台市戦災復興記念館４F 第 1 会議室 

講師：佐々木健次さん（弁護士 日弁連憲法問題対策副本部長） 

資料代：300 円 

主催： 宮城憲法会議 

お問合せ： 一番町法律事務所（小田） 022-262-1901 

 

安倍 9 条改憲ＮＯ！憲法を生かす  

3000万署名の成功を目指す若林区キックオフ集会 

日時 ： ２０１８年２月１６日（金）１８:００～１９：３０ 

会場：  若林区文化センター１F 展示ホール（仙台市若林区南小泉 1-1-1） 

集会内容： 

① 話題提供：鹿野文永さん（元鹿島台町長） 

② これからの取り組みについて 

③ 経験交流・話し合 

主催：安倍 9 条改憲ＮＯ！ 3000 万署名をすすめる若林の会 

連絡先：賀屋義郎（022-232-0308） 

 

沖縄に学ぶ №７  

『仲間になるチャンス』～沖縄新基地建設と日米地位協定に、どう対峙するか～ 

「日本はいまだ占領下にあるのか」と疑うような事件が相次いでいます。米軍機墜落事故で

は、米軍が現場を封鎖し、機体を持ち去る。日本側は捜査もできず、警察も消防も遠くから

見守るばかり、数日後には事故原因究明の報告もないままに飛行が再開されました。強姦、

殺人、交通事故の犯人は、基地の壁に阻まれ、「法治国家」といえない状態にあります。 

英独仏などにある米軍基地と比べて、はるかに主権が及ばない状態を放置する日本政府の

姿に、疑問を感じる人がいてもほとんどの国民は他人事として済ませています。 
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表題は、２１年前から辺野古で新基地建設反対に立ちあがっている平良悦美さんが、布田牧

師に送られた手紙の一節です。現地の報告とともに、根源的問題点である、安全保障条約と

日米地位協定の問題点そして新基地建設に対して「どう抗うことができるか」、共に考えて

みませんか。 

講師： 布田秀治さん（いずみ愛泉教会牧師） 

日時： ２月１６日（金）１３：３０～１５：３０ 

参加費：無料                  

会場： 泉病院友の会ホール  

主催： 泉病院友の会 平和の委員会 ３７８－３８８３ 

 

天皇代替わりを考えるキリスト者の会第 2回公開講演会  

天皇制が象徴するもの～政教分離という、ウソ～ 

 新天皇の即位が 2019 年 5 月 1 日に決められるなど、天皇代替わりのスケジュールの詳細

が明らかになってきています。キリスト者の立場から天皇代替わりの問題を考えていますが、

どなたでも自由に参加できます。 

日時 ： ２０１８年２月１７日（土）１４:００～１６：００ 

会場：  日本バプテスト仙台基督教会 

（仙台市青葉区木町通２－１－５ TEL022-233-3550 ） 

講師：上村 静さん(尚絅学院大学教授 人間心理学科 ユダヤ学 聖書学) 

主催：天皇代替わりを考えるキリスト者の会 

連絡先：022-372-1712 

 

戦争を語り継ぐ上映会 

「“原爆の絵”は語る」 ～ヒロシマ 被爆直後の 3日間～ 
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１９７４年、原爆の絵を市民の手で残そうと収集が始まり、広島平和記念資料館におおよ

そ４２００点が保管されている。７２年前、原爆投下からの３日間に何が起こっていたのか

を見つめ直す。（２０１７年 TV放映） 

◆同時上映：「核なき世界へ、ことばを探す」～明日世界が終るとしても、サーロ節子～ 

国連での「核兵器禁止条約」採択、ノーベル平和賞を受賞した「核兵器廃絶国際キャンペ

ーン（ＩＣＡＮ）」の両方の活動に貢献したサーロ節子さんが語る被爆体験と核兵器廃絶へ

の思い。（２０１7年 TV放映） 

日時：２月２１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 

 

北朝鮮とアメリカによる核戦争の危機をどう見るか 

 ～北東アジアの平和の道を探る～ 

いま北朝鮮と、アメリカの軍事的な緊張関係が高まり、核戦争に発展しかねない情勢です。

北東アジアの平和を守るため、この危機の背景や解決の道筋などをテーマに、学習講演会を

開催します。 

日時：２月２４日（土）１４：３０～ 

会場：生涯学習支援センター（旧中央市民センター）第2セミナー室 

講師：川田 忠明さん(日本原水協全国担当理事、日本平和委員会常任理事) 

資料代：500円 

主催：日朝友好協会宮城県支部、日中友好協会宮城県支部連合会、日本ユーラシア協会宮城

県連合会、宮城県原水協、宮城県平和委員会、宮城・革新懇、宮城県ＡＡＬＡ連帯委員会、

非核の政府を求める宮城の会 

問合せ：022-716-9555(杉山法律事務所)、090-2369-6186(小林立雄) 
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みやぎ弁護士９条の会講演会  

「憲法 9条のもとで考える自衛隊と日本の姿」 

 憲法改正の動きが急速に展開されつつある今、かつて内閣の中枢にいて我が国の防衛問題

に精通されている柳澤協二とともに、憲法 9 条を中心とした憲法改正問題の本質を考えてみ

ようではありませんか。 

日時：２０１８年３月２日（金）１８:３０開演 

会場：仙台市民会館地下展示室 

講師：柳澤協二さん(NPO 国際地政学研究所理事長、新外交イニシアチブ理事) 

主催：みやぎ弁護士９条の会 

連絡先：一番町法律事務所 弁護士菊地修 022-262-1901 

 

２０１８ 3.3 ピースアクションみやぎ 

「トーク集会」＆「ピースパレード」 

女たちは戦争を許さない！手をつないで守りぬく、平和を、命を！ 

平和を守ろう！未来をつくろう！一人ひとりの一歩をつないで！ 

老若男女どなたでもお誘い合わせてご参加ください。出来れば何か赤いものを身につけて

ご参加ください。 

日時：３月３日（土）１２：００～ 

トーク集会 12:00～  ゲストトーク、市民トーク、みんなで歌おう！希望の歌を♪ 

ピースパレード 13:00～   錦町公園→一番丁→仙都会館前 

会場：仙台市錦町公園（青葉区本町２－２１－１）  

主催：「女の平和」ピースアクションみやぎ 

連絡先：090-5832-6836 
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【九条の会等の活動報告】 

九条の会結成情報 

 「東向陽台・明石台 9条の会」が 1月 14日に県内 131番目の九条の会とし

て発足しました。活動エリアは富谷市東部、東向陽台公民館エリアが中心とな

ります。 

 

１月２７日 第１回一斉署名行動：寒さに負けず、７２名で頑張りました。 

安倍政権にレッドカードを！塩釜地域実行委員会 

多賀城生協：１３時から１５時までの２時間も署名行動に取り組みました。参加者は１８名、

８０筆の署名が集まりました。 

大代生協 ：強風や吹き荒れる中での署名行動。参加者は１５名、５５筆の署名が集まる。 

栄町生協 ：買い物客より署名行動参加者が多いのではないかというくらいに目立ちました。 

      参加者は１８名、５８筆の署名が集まりました。 

杉の入生協：杉の入生協では、「私たちは幼い頃戦争を体験しました。もう２度と戦争して

ほしくないです。」と言って署名してくれた高齢者がいました。 参加者は６

名で、署名数は４６筆になりました。 

利府生協 ：表入り口と脇の入り口でのぼり旗や横断幕を掲げて署名行動を行いました。 

       参加者は７名で、６５筆の署名が集まりました。 

松島生協 ：松島では２６日に３０００万署名推進実行委員会を結成し、２７日の一斉署名

行動に加わりました。２７日当日は、７名が参加し、６４筆の署名を集めました。 

２７日の参加者総数はこれまで最多の７２名、署名総数は３６８筆となりました。(許すな

安倍政治！塩釜地域ニュース NO8より) 
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高田健さん講演と交流のつどいに９０人 

１月２８日(日)、於：仙台弁護士会館 

 

１月２８日(日)午後、仙台弁護士会館４F ホールにて

「3000 万署名推進センターみやぎ」、「宮城県内九条の

会連絡会」、「みやぎ憲法九条の会」の３者主催の「高田

健さん講演と交流のつどい」を開催しました。県内各組織

から約９０人

が参集し、高

田さんの講演

に聞き入りました。高田さんは「安倍首相らの

改憲とどうたたかうのか、この間の経験を踏ま

えて」と題して講演しました。昨年 10 月の総

選挙の結果と、そこから見えてきたこととして

安倍首相による想定外の解散、民進党の希望の

党への合流表明という急転の中で、急速に市民

の間から「枝野たて」の声がわきあがり、共産党が市民と野党の共闘体制を維持するために

60 人の小選挙区候補を一方的におろした機敏な動き、市民連合と立憲民主党との合意など

もあり、ほとんど準備のできない選挙であったにも関わらず、戦後最小の野党第一党である

が立憲民主党が躍進、3 野党全体でも 38 議席から 69 議席へと大きく増やして「立憲野党＋

市民」の共闘路線が残ったことを大きく評価し、私たちのたたかい方として安倍政権の 9

条改憲を阻止するための 3000 万署名を軸にした運動により安倍政権に反対し、戦争の反対

する世論を大きくつくることが大事で、これが各政党の動向や国会審議の動向に決定的な影

響を与えると強調しました。(みやぎ憲法九条の会事務局) 

 

第 2 回語りつぐ平和と希望の音楽会ｉｎ名取 

名取市文化会館中ホールで 21

日午後開催された「平和と希

望の音楽会 in 名取」を鑑賞。
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大変に心を打たれる音楽会でした。 

第一部は力強い閖上大漁太鼓で幕開け、地元歌声サークル、塩釜高校、つづく宮農合唱部

の「夢と希望の絆(和)」は宮農生の思いの込められた今回初演のもの、そして高校生と宮城

のうたごえの合同合唱。心にしみる歌、高校生の澄んだ声が何よりも震災からの人間の復興

を歌に込めたとても良いものでした。 

 第二部語り継ぐ平和のステージは、「おばあちゃんから孫たちへ～平和を語り継ぐ三 

 部作より」(小林康浩作品集より)、命の大切さと平和を訴え続けているうたごえの皆 

さんにより 6曲が演奏され感動的でした。演目最後の「HEIWAの鐘」は高校生もステー 

 ジに上がり合唱。最後は会場と一緒に「ふるさと」を歌って幕。 

  閉会に当たっては、後藤東陽さんと和泉和歌子さんが紹介され、後藤東陽さんが夜中 

に目覚めてメモした来たという戦争は絶対許さないというメッセージを読み上げられ、終了

しました。沢山の市民、そして演奏された地域・歌協のみなさんに感謝です。 

(報告 名取九条の会後藤不二夫さん) 

 

宮城・革新懇と加盟団体：共同街頭宣伝・署名行動実施 

「宮城・革新懇と加盟団体は、県内の署名運動の牽引の役割を発揮しよう」と昨年１２月の

宮城・革新懇常任世話人会議で、各加盟団体の署名推進のために宮城・革新懇、加盟団体共

同の街頭宣伝・署名行動を行うことを決め、年が明けた１月１２日に第１回目、２６日に第

２回目のとりくみを行いました。 

初日の１２日は参加団体ごとに署名用紙も用意し５団体と市民や宮城・革新懇役員１５名

が参加し、県労連、新婦人、民医連、宮教組の代表と宮城・革新懇役員がハンドマイクで、

「安倍首相は、年初の４日の記者会見で憲法の改憲案を国会に提出する意思を示し、年内の

国会発議を目指しています。安倍九条改憲の発議は許さないという３０００万署名を行って

います。」と呼びかけ８６筆の署名を集めました。 

２月は第二、第四金曜日に実施します。(宮城・革新懇事務室長 高橋正利さん) 


