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E メールニュース「みやぎの九条」    NO．270 

（2018年 3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 11,858筆 

2018年 3月 14日現在  宮城県内 9条の会連絡会 

 前回報告(2月 27日現在)の 10,961筆より 897筆増えて 11,858筆になりました。 

 また、九条の会以外の団体では 50,393筆の到達であり、合計で 62,251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 3月 20日(火)の街頭宣伝は休みます 

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。3月 27

日以降は毎週火曜日です。 

場所 仙台市中央通東二番丁 平和ビル前。 

 

4 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 
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●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】 

みやぎ農協人九条の会 2018 年度総会＆講演会  

「『アベ政治』と対決する地域づくり」 

 みやぎ農協人９条の会は「平和があってこそ健全な農業が営まれる」として憲法 9 条を守

り、農業と農民の利益を守ることを目的にしています。 

「戦後レジュームからの脱極」と称し、「世界で企業が一番活躍しやすい国」「集団的自衛

権行使」、関税を限りなく０にし、国民の命を守る農業の切り捨ては農漁村の少子高齢化、

過疎を急速に進行させています。今後の地域づくりの運動の方向をお話します。 

日時：２０１８年３月１７日（土）１３：００～１４：００ 

会場：フォレスト仙台ビル４Ｆ Ａ会議室 

講師：中嶋 信さん(徳島大学名誉教授) 

参加費：無料 

主催：みやぎ農協人九条の会 

申込：お名前、連絡先、所属、事前質問等ご記入の上、メールまたはＦＡＸでお願いします。 

連絡先：022-341-5882（留守番専用） ＦＡＸ 022-276-5160  

Mail ：info@9jou.jp 事務局 齋藤 090-3640-8696  佐藤 070-6491-8206 

     

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） 

mailto:info@9jou.jp
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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  

 

憲法 9 条は世界の宝  学習講演会 

「『安倍９条改憲の危険』を広く知ってもらうために」 
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安倍首相が進めている 9 条改憲とは？自衛隊を書き込んでしまうと、憲法 9 条の「戦力

を持たない」「戦争はしない」という定めはどうなってしまうのか？ 

日時：２０１８年３月２５日（日）１３:３０～１６：００ 

会場：名取ヶ丘公民館会議室 

講師：宇部雄介さん(弁護士 仙台中央法律事務所所属) 

参加費：無料 

主催：安倍 9 条改憲 NO！3000 万署名名取市民アクション 

連絡先：後藤：090-2364-6011 阿部：022-384-0888  

 

６．１０県民集会 

一第 1回実行委員会開催のご案内～ 

 今通常国会の会期末（6/20）前後には、国会の状況は緊迫したものとなり、9 条改憲発議

を国民運動にとっても結節点となる一大決起が必要とされるものと考えます。「県民運動連

絡会みやぎ」では「安倍 9 条改憲の国会発議を許さないことをメインスローガンとする県民

集会」の提起をします。つきましては県民集会実行委員会の結成して開催したいと思います。

各団体の参加を呼びかけます。 

日時：２０１８年３月２６日（月）１８:００～ 

会場：フォレスト仙台２ｆ 第 5 会議室 

呼び掛け人：県民運動連絡会みやぎ共同代表  小野寺義象（弁護士）、後藤東陽（写真家）、

川井貞一（元白石市長）、佐久間敬子（弁護士） 

連絡先：「県民運動連絡会みやぎ」事務局（フォレスト仙台４Ｆ 宮城県教職員組合気付 

080-8206-3511 FAX022-341-5882） 

      

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。 
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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) 

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) 
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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 

 

鶴ヶ谷地域九条の会学習会  

「９条改憲どう考える」～徹底討論～ 

集団的自衛権容認、共謀罪の新設、巡行ミサイルなどの攻撃的武器の導入、戦争できる国づ

くりに突き進む国政。憲法９条に自衛隊を書きこむ安倍改憲案を軸に憲法改正発議に向けて

精力的に党内意見をまとめている自民党。住民の立場から徹底討論をします。 

日時：２０１８年４月１日（日） １３：３０～１５：３０ 

会場：鶴ヶ谷ショッピングセンター「アバインホール」（宮城野区鶴ヶ谷２丁目） 

問題提起 ：辻 隆一さん(鶴ヶ谷地域九条の会世話人) 

参加費無料・どなたでも参加できます。 

mailto:m56977@gmail.com
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主催：鶴ヶ谷地域九条の会 

連絡先：事務局 篠原富雄（090-8780-8091） 

 

東北女性弁護士 9 条の会講演会  

「安倍せいけんとジャーナリズムの危機」～新聞記者としての私のたたかい～ 

日時：２０１８年４月２０日（金）午後６時開演 

会場：仙台弁護士会館４Ｆ（仙台市青葉区一番町２－９－１８） 

講師：望月衣塑子さん(東京新聞記者) 

入場無料・予約不要 

主催：東北女性弁護士９条の会 

問合せ：佐久間敬子法律事務所 022-267-2288  小嶋妙子法律事務所 022-225-5108 

 

主催：大沢 9 条の会 協賛：吉成９条の会 愛子 9 条の会 

第 1２回憲法 9 条桜まつり 

  

日時  4月 22日（日）11:30～16:00                   

会場  ドミニコ修道院(青葉区芋沢字青野木 257－1 最寄バス停 青野木下)  

     ＊仙台駅前バス乗り場 10番 畑前北行き 9:15発  12:15発 

参加費 大人 500円(子どもは無料) 

主な催し物(プログラム) 

・交流会(ランチタイム)＆展示即売会(11:30～12:50) 

・オープニング(13:00～)「すずめ踊り」(出演 子すずめチュンチュンさん) 

・ビデオ上映(放映番組から私たちが情勢を考えるうえで参考になるもの) 

・しゃべり場・９条(13:55～15:05)「戦争する国にしない・させない、9条こそ日本の強み」 

   佐久間敬子弁護士をお招きして様々な改憲案にを紹介していただきながらみんなで

考えます。 

・うたごえ喫茶「バラライカ」と楽しく歌おう(15:10～) 

   出演 南部敏郎さん(アド―デオン、よし子さん、大地さん) 

＊キッズルームあり。若いお父さん、お母さんも家族連れで気軽にご参加ください。 
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連絡先 代表世話人 安達喜美子 090-7323-5059   

 

 

【九条の会等の活動報告】 

３月９日、名取市民アクション発足 

 ９日午後開催の市民アクション結成準備会には、個人の呼びかけ人および賛同団体 5団体

の代表など 15人が出席し、2時間余の議論の上、「安倍 9条改憲 NO！3000万署名名取市民

アクション」が発足しました。 

後藤名取九条の会代表（市民アクション結成呼びかけ団体）の挨拶のあと、出席者が自己

紹介しそれぞれの 9条にかける思いを述べました。 

議事に入り、経過報告を承認。活動の方向について審議され、名称を「安倍 9条改憲 NO！

3000万署名名取市民アクション」とすることを決定、署名の目標数は市内計１５０００筆

としました。共同代表に中澤和男氏と後藤不二夫氏の二人を選出し、議事の最後に本日で発

足することを決定しました。 

今後は署名をすすめながら、呼びかけ人および賛同団体をもっと増やして活動の幅を広げ

ること。そのための担当者を決めてとりくみすることとしました。 

当面、３月２５日（日）午後の学習講演会（講師は仙台中央法律事務所の宇部雄介弁護士）

を成功させるため、チラシを作成して参加呼びかけすることを申し合わせました。 

市民アクションには戦時体験のある老人クラブ会長や元学校長、名取市議会議員、教会関係

者のほかに名取九条の会の呼びかけ人など多彩な顔触れとなり、名取市民へ広く呼びかけて

9条改憲を止めるためにそれぞれの立場を尊重しながら活動しようとの確認が行われまし

た。 

なお、市民アクションの事務局は名取九条の会事務局が担うことも併せて決定しました。 

賛同団体（３月９日現在） 

新日本婦人の会名取支部、全日本年金者組合名取岩沼支部、名亘民主商工会名取支部 

日本国民救援会仙南支部、みやぎ生協労働組合、国民平和大行進名取実行委員会 

※宮城県教職員組合 ※宮城県高等学校・障害児学校教職員組合 

             ※印の団体は出席できませんでした。 
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(報告：「安部 9条改憲ＮＯ！3000万署名名取市民アクション」事務局) 


