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E メールニュース「みやぎの九条」    NO．268 

（2018年 2月 15日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

安倍 9条改憲ＮＯ！安保法制廃止！「３．１８緊急集会」 

安倍首相は今国会中に 9条改憲発議を行うべく、踏み込んだ発言を重ねています。3月 25

日に開催される自民党大会において、9条改憲案の概要が確認される模様です。本格的な国

会論戦を前に、「9条破壊を許さない！戦争への道を進まない！」私たちの決意と、闘いの

きずなを更に深め合いましょう！ 

日時：３月１８日（日）１１：００～(１２時頃よりデモ行進) 

会場：仙台市錦町公園（青葉区本町２－２１－１） 

ゲストトーク：川井貞一さん(元白石市長)  

政党挨拶：野党各党国会議員他「わが党はかく闘う」 

リレートーク：野党共闘で安保法制を廃止するオールみやぎの会発言、 

各地の3000万署名運動からの報告 

主催：野党共闘で安保法制を廃止するオールみやぎの会、安保法制廃止を求める女性議員・

元議員有志の会宮城、宮城県内九条の会連絡会、戦争政策反対宮城県連絡会、3000

万署名推進センターみやぎ 

連絡先：022-728-8812 みやぎ憲法九条の会 

 

3000万人署名九条の会連絡集約は 6,184筆 

2018年 2月 13日現在  宮城県内 9条の会連絡会 

 前回報告(1月 26日現在)の 5,146筆より 1,038筆増えて 6,184筆になりました。着払い

郵便で到着した署名用紙については集計されていないので、その分がます。 

 また、九条の会以外の団体では 11,226筆の到達であり、合計で 17,410筆になっています。 
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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。 

       17時～18時まで、三越向い側で、女性議員・元議員の会が行います。 

●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 20日、27日。3月は 6日、13日、27日に実施し

ます。 

場所 仙台市中央通東二番丁 平和ビル前。 

 

3 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 
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【これからの県内イベント情報】 

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。 

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 
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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～ 

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  
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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) 

 

9 条変えて「戦争する自衛隊」にしていいですか 

 講演会「9条改憲にＮＯ！」 

世論の反対を押し切って2015年に安保法制(戦争法)が強行採決されたので、自衛隊は「専守

防衛」ではなくなりました。これを前提に最高法規の憲法に「自衛隊」を明記し、9条に制

約されない「国防軍」に変えるものが安倍政権の「改憲」です。「自衛隊が軍隊になっても

いいですか」の問いかけに、私たちの答えは「ノー」です。 

日時：２月２４日（土）１３：３０～ 
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会場：鎌田記念ホール（大崎市鹿島台木間塚字福芦335-1、鹿島台駅、0229-56-6311） 

講師：小野寺義象さん(弁護士、3000万署名推進センター共同代表) 

主催：鹿島台憲法 9条を守る会 

共催：安部９条改憲ＮＯ！全国市民アクションｉｎかしまだい、大崎９条の会連絡会、憲法

９条を守る首長の会、農協人九条の会 

 

3000 万署名推進センターみやぎ学習講演会 

 「安倍改憲案」の危険性をどう伝えるか？ 

 9条守れの！の声を3000万人署名に。発議阻止のための世論を確かなものにするために、

自分のことばで分かりやすく伝えることができるよう、安倍改憲案の肝と危険性をしっかり

学びあいましょう。 

 

日時：２月２７日（火）１８：００～ 

会場：フォレスト仙台２F第7会議室 

講師：草場裕之さん(弁護士) 

参加費：300円 

主催：3000万署名推進センターみやぎ、みやぎ憲法九条の会、宮城県内九条の会連絡会 

連絡先：022-728-8812みやぎ憲法九条の会 

 

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 
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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) 

参加費無料・予約不要 

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♪ 

スペシャルゲスト  柳澤協二さん(元内閣官房副長官補) 

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 

 

「片平九条の会」結成 12周年のつどい記念講演会 

日時：２０１８年３月４日（日）１４:１０～１６：３０(終了予定、途中休憩あり) 

会場：片平市民センター3 階 会議室(イス使用) 

参加費：無料(予約不要) 

講演１「ユネスコ世界記憶遺産『支倉常長像』の辿った道 

講師：濱田直嗣氏(宮城県慶長施設船ミュージアム館長、元仙台市博物館館長 花壇在住) 
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講演２「どういうこと？けんぽう９条に『自衛隊を書き込む』って」 

 講師：小野寺義象氏(仙台弁護士会 憲法委員会委員 米ケ袋在住 ) 

主催：片平九条の会 

連絡先：犬飼健郎法律事務所 022-262-5525 

 

２０１８年国際女性デー 第５８回宮城県集会 

「草の根の運動が歴史を動かした。そしてこれから～核兵器禁止条約採択」 

 被爆者として長年にわたり核兵器禁止運動に携わってこられた和田さんにお話を」お伺い

します。この世界から核兵器をなくすにはどうしたらいいか、ご一緒に考えましょう。 

 

日時： 3月 8日(木)  18：15～20:15 

会場  エルパーク仙台〈5階〉セミナーホール 

講師  和田征子さん（日本原水爆被害者団体協議会事務局次長） 

資料代 500円 

主催  国際女性デー宮城県実行委員会 

連絡先 新日本婦人の会宮城県本部気付 022-262-5101 

 

第 47 回憲法連続市民講座 

「改めて憲法を考える！」～我が国を戦争する国にしないために 

２０１７年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、今年度4回にわたって、連続市民講座を開催してき

ました。今回は弁護士として「真の立憲民主主義の実現」をめざして活躍されている伊藤真

先生をお招きしました。 

日時：３月１０日（土）１３：３０～(12:45開場) 

会場：仙台弁護士会館 ４Ｆ大ホール 

講師：伊藤 真さん(伊藤塾塾長・弁護士、法学館法律事務所所長、日弁連憲法問題対策本

部副本部長) 

主催：仙台弁護士会 共催：日本弁護士連合会、東北弁護士連合会 
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問合せ先：仙台弁護士会 022-223-1001 

 

ヒバクシャ国際署名連絡会 発足 1周年記念講演会＆総会 

「ノーベル平和賞受賞から見えてきたこと～ヒバクシャ国際署名こそ条約推進力 

昨年、ノーベル平和賞がＮＰＯ「ICAN（核兵器廃絶国際キャンペーン）」に贈られました。

授賞式は被爆者も招待され、田中熙巳さんも参加されました。ようやく国連で核兵器禁止条

約が採択されたにもかかわらず、日本政府は批准を拒否しています。授賞式に参加されて田

中さんはどう感じられましたでしょうか？ 

日時：３月１０日（土）１０：００～１２：００ 

会場：仙台市福祉プラザ 第１研修室 

講師：田中熙巳さん(日本原水爆被害者団体協議会) 

主催：ヒバクシャ国際署名連絡会宮城 

問合せ先：事務局 木村 022-243-2158 

 

第 5回いのちの光３．１５フクシマ 

～3.15から 7 年 フクシマが背負ってきたもの 伝えつづけるもの～ 

「2011年3月15日」それは、東日本大震災により東京電力福島第一原子力発電所が3度目の爆

発を起こし、フクシマへと運命を変えた日です。「いのち」のあり方について共に考えませ

んか？ 

 

講演会 

日時：３月１０日（土）１４：００～１６：００(１３時開場) 

講師：小出裕章さん(元京都大学原子炉実験所助教) 

会場：カトリック元寺小路教会大聖堂(青葉区) 

 

いのちの光３．１５フクシマ 
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日時：３月１５日(木) １３：３０～１６：００ 

～ミサ～ 

司式：仙台教区長 マルチノ平賀徹夫 司教 

～現地の声～ 

講師：小澤洋一さん(ふくいち周辺環境放射線モニタリングプロジェクト共同代表) 

会場：カトリック原町教会(福島県相馬市) 

＊両日とも申込不要、予約不可(参加費はカンパでお願いします) 

主催：「いのちの光３．１５フクシマ」実行委員会 代表 勝冶(かつや) 

問合せ先：080-9634-2587(栗村) 

後援：仙台カトリック仙台教会 

 

みやぎ女性 9条の会 第 38 回憲法講座  

「九条に自衛隊を書き込む」ってどういうこと？ 

 憲法改正に自衛隊が明記されると、これまでと何がどう変わるのでしょうか。安倍首相は

「今までと何も変わらない」と言います。変わらないなら、なぜ憲法を変えるのか？ 

日時：２０１８年３月１８日（日） 

１３:１０～１３：３０ DVD「九条って何？」鑑賞 

１３：３０～１５：３０ 講演 

会場：太白区中央市民センター３F 会議室 

地下鉄長町駅ビル３F 会議室(なお、市民センターには駐車場はありません) 

講師：小野寺義象さん(弁護士) 

参加費：300 円 

主催：宮城女性９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  022-241-0429 
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【九条の会等の活動報告】 

 

閖上朝市で署名活動 

福島市や相馬地域からの方、山形県の方、県北大崎市 

名取九条の会では 2月 4日(日)朝 7時から 8時まで閖上朝市での 3000万署名を行いしまし

た。参加者 3人、藤崎前代表が横断幕を掲げ、事務局洞口さんと後藤がポスターを背負って

署名と 4つ折りリーフ配布。署名は 16筆、リーフは 120部を受け取ってもらいました。 

 福島市や相馬地域からの方、山形県の方、県北大崎市の方など各地から朝市に買い物 

に来られた方が署名し、リーフを受け取りました。 

 皆さん、「安倍さんは怖い」「絶対に信用できない」「戦争はさせられない、自衛隊員を

守る」と応じてくれ、大変高齢の方は車に乗る前に戻ってきた署名してくれました。しっか

りと声を掛けて呼びかけることが大切ですね。(名取 9条の会 後藤) 

 

 

６地域九条の会 学習会と署名活動  

2018 年 1 月１９日（金）  

６地域九条の会 (宮城野区 )は

1 月の 19 日行動として、幸町

南コミュニテーセンターで

DVD [9 条改憲って何？ ]。学習

しました。「９条に３項を設

け、自衛隊を明記」は、戦争

放棄などを空文化し、米軍と一体になって自衛隊を世界中に出すもの。「緊

急事態条項」は、政権批判、集会、街宣、署名はじめ、あらゆる基本的  人
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権を奪うとんでもない条項。などを学習した後、幸町セラビ前にて生協労組

と一緒に 3000 万署名活動を行いました。  

寒風の中、参加者 15 人。シニアデーでもポイントデーでもなかったので、
通行人は少なめでしたが、幼児
を抱えた若い母親や若者が話を
しっかり聞き、署名数も 78
筆！！。  

6 地域の署名数は、事務局長の手
元に届いているだけでも 553 筆
になりました。  

2 月 19 日はみやぎ生協新田東
店で実施する予定です (六地域
九条の会ニュースより ) 

 

２月９日の一斉宣伝行動で「安倍改憲 NO!」の声をはりあげました！ 

安倍政権にレッドカードを！塩釜地域実行委員会  

２月９日は、第２回目の一斉宣伝行動でした。寒さが厳しい中でしたが、安倍改憲 NO！

の熱い気持ちで奮闘しました。本当にご苦労様でした。これからもたたかいぬきましょう。

きっと暖かい春が来ます！ 

○多賀城駅  ７：１５～８：００   

 多賀城駅の南・北入口で、「安倍９条改憲 NO」の朝宣伝を行いました。９名が参加し、

音の出る宣伝とチラシ配布、それに署名行動も行いました。チラシは、ポケットティッシュ

とともにまたたく間に配布されてしまいました。署名は集まりませんでしたが、「ああ、９

条ね」と言って通り過ぎる人が増えてきました。 

○下馬駅   ７：４５～８：１５   

下馬駅には、１７名が参加して宣伝行動を行いまし

た。用意したチラシ入りのポケットティッシュがどん

どん受け取られて、すぐになくなってしまいました。

予定より終了時間を早めにしました。１月９日のとき

は雪化粧でしたが、今日は風もなく少し、あたたかさ

を感じながらのチラシ配布でした。 

高校生三年生が、受験シーズンなのか、いつもより高校生の姿がすくなかったようです。 

○東塩釜駅  ７：３０～８：００   

 東塩釜駅では、６名で宣伝チラシ入りのポケットティッ

シュがどんどん配布されました。東南アジア系の外国人に

も受け取ってもらいました。東塩釜ではめずらしく２００

名ぐらいに方々に、チラシが届けられました。拡声器のマ
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イクが行方不明になったので、声を張り上げて、「安倍改憲 NO！」の訴えをしました。チ

ラシ配りの仲間も、それぞれに声を出して、がんばりました。 

○市街地宣伝行動  １０：００～１２：３０  

 朝宣伝の後には、塩釜市内で宣伝行動をしました。参加者は一人でしたが、決めたことを

しないのは気分が悪いので、がんばりました。舟入・天満崎・清水沢・母子沢・浮島などの

集合住宅にチラシ配布をしました。８００枚くらいにチラシをポスティングしました。 

母子沢の集合住宅の郵便受け付近の床の隅っこにチラシが落ちていたので、拾ってみたら、

１月にポスティングしたチラシでした。何週間も落ちたままになっていたんだなあと思いま

した。大事にたたんでポケットに入れて持ち帰ってきました。 

 

〇大代生協で署名行動 ２月８日 

 午後２時から署名行動に取り組みました。年金者組

合多賀城支部がお世話係になって、７名が参加しまし

た。この署名行動には、みやぎ生協労組から役員も参

加していただきました。１時間の取り組みで、５３筆

の署名が集まりました。「友の会でしました」「坂病

院でしました」という声が署名活動の中で聞くことが

できました。(塩釜地域ニュースＮＯ．９) 

 

 


