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E メールニュース「みやぎの九条」    NO．269 

（2018年 3月 1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 10,961筆 

2018年 2月 27日現在  宮城県内 9条の会連絡会 

 前回報告(2月 13日現在)の 6,184筆より 4,777筆増えて 10,961筆になりました。 

 また、九条の会以外の団体では 13,110筆の到達であり、合計で 24,071筆になっています。 
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３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 

3月 18日(日)の「安倍 9条改憲ＮＯ！安保法制廃止！３．１８緊急集会」でもって替え

ます 

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」 

●石巻市の 19日行動  

3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 

 3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。3月は 6日、13日、27日 4月は 3日、10日、17日に実

施します。3月 20日は火曜日ですが盛岡市で九条の会東北交流会があり休みます。 

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 
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●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】 

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) 

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 
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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 

 

高砂９条の会「３．４憲法のつどい」 

日時：２０１８年３月４日（日）１０:００～１１：３０ 

会場：田子市民センター第一会議室(イス使用) 

参加費：入場無料 

第 1 部 10:00~10:45 

講演会「日本国憲法は希望」   講師：白神優理子さん(弁護士) 

第 2 部 10:45~11:30 

高砂 9 条の会再結成集会 

問合せ先：高砂 9 条の会事務局 090-6458-3699(市川) 

 

「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) 

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 
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シンポジウム 

民法の成人年齢引き下げを考える～18歳成人で本当にいいの？～ 

 民法の成年年齢を 20 歳から 18 歳に引き下げようという動きが具体化しています。重要

な問題であるにもかかわらず、必ずしも国民の間で十分な議論がなされているとは言い難い

状況にあります。今回のシンポジウムでは成年年齢引き下げの背景とその具体的影響を理解

するとともに、若者の消費者被害防止の課題及び消費者教育の現状などについて学ぶ機会に

したい。 

 

日時：２０１８年３月７日（水）１８:００～２０：００ 

会場：仙台弁護士会館 4 階 

◆基調報告  林屋陽一郎さん(仙台弁護士会 消費者問題対策特別委員会 委員) 

◆報告「成年年齢引き下げに関する現状・問題点・対応を考える」 

       平澤慎一さん(日弁連消費者問題対策委員会 成年年齢引下げ問題 PT 座長) 

◆会場発言・リレー報告 

       大学生／高等学校教諭／消費生活相談員／弁護士 

参加無料・申込不要 

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 

問合せ先：仙台弁護士会事務局 022-223-1001 

 

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） 
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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 

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 
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問合せ先：事務局 木村 022-243-2158 

 

戦争体験を語り継ぐ上映会（３月）  

「きけ、わだつみの声」 ～戦没学生の手記、ビルマに散った若き魂～ 

敗戦後初めて戦場の姿を伝えた映画。 

泥にぬかるむビルマ戦線で飢えと疲労にさいなまれながら敗走を続ける学徒兵の心の叫び。

上官による制裁、傷病兵の自決、一方的に砲撃を受けての戦死など、戦争の悲惨さと平和を

強く訴え、公開当時に“珠玉の反戦映画”との世論を得た名作です。 

朝鮮戦争勃発迫る１９５０年公開、関川秀雄監督、沼田曜一、原保美他出演、１０７分。 

日時：３月１４日（水）１３：３０～１５：３０  参加費無料 

会場：泉病院友の会ホール（泉区長命ヶ丘） 

主催：泉病院友の会 平和の委員会 

連絡先：泉病院友の会 ３７８－３８８３ 

 

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 

 

 

山崎知行医師による講演会 

「福島第一原発事故から 7年を節目にして」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１５日（木） １３:００～１５：００  

会場：東北教区センター「エオマ」３階会議室 

仙台市青葉区錦町１丁目１３－６ 

講師：山崎知行さん（和歌山県上岩出診療所小児科・内科・皮膚科医師） 

参加費：無料 

主催：東北教区放射能問題支援対策室いずみ 

連絡先：放射能問題対策室「いずみ」022-796-5272 
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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 

 

手をつないで守り抜く、平和を、命を！！ 

一からわかる安倍首相の「9条改憲案」～自衛隊のこれまでとこれから～ 

 自民党はこの国会で悲願である 9 条改憲の発議を行い、最短で、年内の国民投票も視野に

いれた準備を進めています。安倍首相が表明しているのは、9 条に自衛隊を書き込むとする

改憲案です。そうなれば、自衛隊の存在や、日本の安全保障政策はどうかわるのでしょうか。

私たちの暮らしや子供たちの未来にどんな影響が生じるのでしょうか。 

日時：２０１８年３月２２日（木）１３:３０～１６：００ 

会場：仙台市市民活動サポートセンター６F セミナー室(地下鉄南北線広瀬通駅) 

講師：草場裕之さん(弁護士) 

参加費：300 円 

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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みやぎ東部健康福祉友の会平和活動専門部主催 

戦争体験を聴く会 

 戦争放棄をうたっている憲法 9 条の改憲が危ぶまれている今日、安倍政権は「戦争する国

づくり」をめざして暴走を続けています。 

戦中・戦後を極寒のシベリアで過ごされた伊藤さんに自らの体験をもとに戦争の悲惨さ、

平和の大切さを語っていただきます。 

日時：２０１８年３月２９日（水）１３:００～ 

会場：坂総合クリニック 1 号館 8 階会議室(多賀城市下馬 2 丁目) 

話者：伊藤敬治さん(友の会前副会長) 

参加費：無料・申し込み不要 

主催：みやぎ東部健康福祉友の会平和活動専門部主催 

お問合せ：022-367-9027  

 

パネルデスカッション(公開討論会) 

憲法９条は世界の宝 3000万署名で 改憲発議ストップ！ 

 安倍首相は「自衛隊を憲法 9 条に書き込む」と自らの改憲案を表明しています。このこと

は現在の 9 条 1 項、2 項と大きく、矛盾しますし、法律では後から加わった条文の方が優位

とされる原則があり、現在の 9 条は無効同然となります。 

日時：２０１８年３月３１日（土）13:30～15:30(開場 13:00) 

会場：大河原町世代交流 いきいきプラザ(大河原町字末広 50-1 0224-51-9299) 

パネリスト：鎌田さゆりさん(立憲民主党元県議)、川井貞一さん(首長 9 条の会会長、元白石

市長)、森久一さん(首長９条の会、元山元町町長)、松村行衛さん(首長９条の会、元七ヶ宿

町長)、鷲尾 衛さん(農協人９条の会、元仙南農協常務)、幕田和子さん(仙南九条の会連絡

会事務局長) 

参加費：入場無料 

主催：仙南九条の会連絡会(幕田 090-6252-7961) 
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白石市・角田市・大河原町・柴田町・丸森町・蔵王町・七ヶ宿町・村田町・川崎町の各九条

の会、生協仙南九条の会、仙南青年九条の会(９ジョン)、柴田共同クリニックあおぞら九条

の会 

後援：仙南地方護憲平和センター(平間 090-3469-4888) 

 

文化と講演のつどい  

「森友・加計問題と安倍内閣」－菅官房長官の記者会見に臨んで－ 

 多賀城懇話会結成 15 周年記念企画です。七ヶ浜汐見太鼓も出演します。 

日時：２０１８年３月３１日（土）午後 2 じ開会(１時開場) 

会場：多賀城市太白区中央市民センター小ホール 

   多賀城市中央二丁目 27-1 022-368-0131(代) 

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：望月衣塑子さん(東京新聞記者) 

協力費：700 円 

主催：くらしと民主主義、史跡・緑を守る多賀城懇話会(多賀城懇話会) 

後援：多賀城 9 条の会、新日本婦人の会多賀城支部、年金者組合多賀城支部 

連絡先：事務局 鈴木利次 090-5350-9554 E-mail：m56977@gmail.com 

 

【九条の会等の活動報告】 

２・24第２回生協での一斉署名行動に奮闘 

－許すな安倍政治！塩釜実行委員会ニュース NO１２より－ 

 ２４日土曜日午後２時からの署名行動を実施しました。１時頃から天気が不安定になり、

雨が降ったりやんだり、強風が吹いたりして、署名日和ではありませんでしたが、生協の各

店舗で奮闘していただきました。どの生協店舗に行っても、荒天のせいでしょうか、それと
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もオリンピックのせいでしょうか客足が本当にすくなかったです。それでも、がんばるしか

ないということで、がんばっていただきました。 

４名で奮闘した杉の入生協で２７筆 

友の会、国賠、坂病院から４名が参加。「安倍さん大嫌いだから」とか「私は戦争中も戦

争直後もみな知っている。もう二度と戦争させてはならないので」と署名してくれる年配の

女性の方がいました。中には顔見知りの方が買い物に来て、「あらまあ」と立ち止まって署

名を書いてくれる方もいました。 

１０名で２８筆を集めた栄町生協 

新婦人、友の会、民商、共産党などから１０名が参加して、署名行動を行いました。手製

の横断幕も掲げて、何の署名をお願いしているのか分かるようにしました。雨と風に負けな

いでがんばりました。 

１０名で３７筆を集めた多賀城生協 

多賀城生協には、年金者組合、新婦人、多賀城９条の会友の会などから１０名参加しまし

た。風が強く吹いたりして店舗前での署名は大変でした。来客もすごく少ないので、３名は

多賀城駅での署名行動にでかけました。午後２時ごろは来客数がすくなく、多いのは午前１

１時から１２時過ぎで弁当を買いに来るのだそうです。検討したい点です。 

松島生協は８名で３５筆ぐらい 

松島生協では３５筆ぐらいを集めることができました。９条の会、松島医療生協。年金者組

合などから８名で行動しました。毎週水曜日の定例行動も行っています。署名目標をめざし

て奮闘しています。 

大代生協は５名で２５筆 

大代生協には、多賀城９条の会、年金者組合などから５名が参加しました。入り口３カ所で

署名行動行いました。「憲法９条を守る署名です」と声をかけると、「はい」と署名してく

れる方、「この前署名しました」という方もいました。 

※今回の署名行動には、みやぎ生協労組役員の方３名が参加して、署名行動を行ってくれま

した。ありがとうございます。 


