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E メールニュース「みやぎの九条」    NO．271 

（2018年 4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 22,579筆 

2018年 3月 26日現在  宮城県内 9条の会連絡会 

 前回報告(3月 14日現在)の 11,858筆より 10,721筆増えて 22,579筆になりました。 

 また、九条の会以外の団体では 45,037筆の到達であり、合計で 67,616筆になっています。 

 

４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 

4月 19日(木)12:00～13:00 街頭宣伝 場所：仙台市中央通東二番丁 平和ビル前。 

●石巻市の 19日行動  

4月 19日（木）  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 

 4月 19日（木）  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。4月は 3日、10日、17日、24日に実施します。 

場所 仙台市中央通東二番丁 平和ビル前。 
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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 

●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】 

戦争体験を語り継ぐ上映会（４月）  

「戦慄の記録 インパール」 ～ビルマ戦線、白骨街道の悲惨な戦い～ 

相手の戦力や兵站を軽視した無謀な戦いで、歴史的敗北を喫した「インパール作戦」。 

餓死・戦病死した日本兵３万人の死屍累々が並んだ道が「白骨街道」と呼ばれるほど凄惨な

戦いの実態はどのようなものだったのか。新たな資料や、元兵士の証言、指揮官の肉声テー

プ、現地取材などから「陸軍史上最悪」とされる作戦の全貌が明らかになった。 

日時：４月１１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 

 

「みやぎ２０１８市民の憲法行事」参加企画  

講演「自民党改憲案の描く社会」  

安倍首相は 2017 年 5 月 3 日、「憲法 9 条に 3 項を加えて自衛隊を書き加える」とう改憲

案を提唱。3 月 25 日の自民党大会で自民党案を示し、改憲案を国会に提出し、年内にも国
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会発議をめざしています。これを許さないために安倍改憲ＮＯ！3000 万署名に全力でとり

くんでいます。 

日時：４月１４日（土）１４：００開会～１６：３０(終了予定)  参加費無料 

会場：戦災復興記念館・第 4 会議室（青葉区大町２－１２－１） 

講師：野呂 圭さん(仙台中央法律事務所弁護士、宮城・革新懇世話人) 

資料代：500 円 

主催：平和・民主・革新の日本をめざす宮城の会(宮城・革新懇) 

連絡先：仙台中央法律事務所気付(青葉区国分町１－３－２０) 

    TEL 022-227-2291 FAX022-227-2294 

 

東北女性弁護士 9 条の会講演会  

「安倍政権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) 
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・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(アコ―デイオン)、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。 

連絡先 代表世話人 安達喜美子 090-7323-5059   

 

憲法９条ってなにっしゃ Part４４ 

「安倍改憲とどう立ち向かうか」～3000 万人署名運動の二つの意義～ 

 自民党改憲案が示されましたが、安倍改憲の本丸は９条２項に自衛隊を書き込むことによ

って、９条全体を空文化することにあります。安倍首相は９条２項に自衛隊の存在を書き加

えても「何も変わらない」と強調しますが、この間の秘密保護法、戦争法(安保法)、共謀罪

法を次々強行し、トランプ大統領の言うがままに軍備大増強をはかり、ことあるごとに日米

一体化を強調することと併せて考えるなら、安倍改憲の本当の狙いは？ 

 日時：４月２２日(日) 午後２時～４時 

 会場：泉区加茂市民センター  

 講師：富樫昌良さん（宮城革新懇常任世話人） 

 参加費：無料 

 主催：９条を守る加茂の会 

 連絡先：油谷重雄 022-378-5765  

 

平和学習会 

“道徳”教科化と「戦争する人」づくり 

 当初“いじめ”問題を発端として、“道徳”教育内容の検討が行われました。しかし、安

倍政権は「戦争法」と並行して道徳の教科化を強力に推し進め、今年４月から小学校で、来
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年からは中学校で“特別な教科”道徳の授業が始まります。道徳の教科化は戦後教育の大転

換を意味します。戦前の「修身」教育を復活し、子どもたちの“心”に「愛国心」を植え付

け、“戦争する人”をつくりだそうとしています。 

日時： ２０１８年４月２６日（木） １３：３０～１５：３０  

会場： 泉病院友の会ホール （泉区長命が丘２丁目 1-1） 

講師： 宮城県教職員組合 

参加費：無料 

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 

 

５・３憲法を活かす宮城県民集会記念講演 

「安全保障関連法の行方」～確実になった改憲発議、国民投票～ 

   

日時：5月 3日（木・祝）13:00～15:00(開場 12:30)                   

会場：仙台国際センター大ホール、他 

講師：半田 滋さん(東京新聞論説兼編集委員) 

入場：無料、予約不要 

集会終了(15:00)後→アピール行進 2.4㎞ 1時間弱 

(会場→青葉通→東一番丁通→市民の広場／市役所前) 

主催：宮城憲法会議、憲法を守る市民委員会、宮城県護憲平和センター、みやぎ９条懇話会

(呼びかけ人会議) 

連絡先：０２２－２２２－９１８１ 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

【九条の会等の活動報告】 

 

安倍 9条改憲ＮＯ！安保法制廃止！「３．１８緊急集会」 

3月 18日(日)仙台市錦町公園（青葉区本町２－２１－１）で開催された安倍 9条改憲ＮＯ！

安保法制廃止！「３．１８緊急集会」には 700人が参加、参加者は森友文書の改竄（かいざ

ん）問題も合わせて「政治の私物化、安倍政治を許さない、3000万署名で 9条改憲の発議

を阻止しよう！」との決意を表明しました。 

ゲストとして登場した川井貞一さん(元白石市長)は「元自民党員でしたが、市長を辞めて

から 9条守れの運動に加わり、

首長九条の会の設立にかかわ

った。首長の仕事は住民の安

全・安心な暮らしを守ること

だ。住民の安全・安心な暮ら

しの最大の敵は戦争だ。戦争

だけは絶対だめだ。3000万署

名に全力を挙げて必ず成功さ

せる」と強調しました。立憲

民主党からは鎌田さゆり県連

幹事長、日本共産党からは舩山由美県常任委員、社民党から岸田清美県連代表が挨拶しまし

た。各地で進めている 3000万署名運動

の実践例として鹿島台九条の会の本舘

弘さんが報告、鹿島台での署名目標

3000筆の 94%、2800筆に達し、5000筆

に挑戦すると報告し、参加者に元気を

与えました。集会終了後、デモ行進し

ました。会場カンパは 14 万円でした。 

主催は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
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ターみやぎでした。 

 

「東北６県市町村長九条の会連合」は第５回総会アピール 

 3 月 19 日、東北各県の首長・元首長で組織する「東北６県市町村長九条の会連合」の総

会開催されました。全国自治体の首長、元職のみなさんにあてた「安倍９条改憲ＮＯ！全国

市民アクション」に賛同する緊急アピールを採択しました。以下全文。 

 

「安倍９条改憲ＮＯ！全国市民アクション」に賛同する緊急アピール 

 

 全国の皆さん、都道府県知事・市区町村長の現職の皆さん、元職の皆さん。 

  安倍首相は９条を抹殺する改憲をめざし、今年中の国会発議に向けてナチスさながらに

暴走を続けています。 

 日本国憲法は施行７１年目にして、９条の存続をかけた歴史的空前の危機に直面していま

す。 

  日本の命運を決するこの期に及んで、人類の宝憲法９条を私たちの努力によって守り生

かすことができてこそ、試練に耐え抜いた９条はその真価を発揮し、後世まで燦然と光り続

けるに違いありません。 

  同時に、人類の次の世代に後顧の憂いを残さないために、改憲の発議を止めるための苦

難に満ちた戦いに勝利してこそ、私たちは現代に生きる歴史的使命を果たしたといえ、未来

を切り拓くことができると確信します。 

  ５年前の本会発足以来、私たちが反対を続けてきた安倍政権の戦争する国づくりは変わ

らず、安全保障関連法（戦争法）を成立させ、あまつさえ密告を奨励する平成の治安維持法

ともいうべき「共謀罪」法が加わり、さらに、巡航ミサイル、イージスアショア、空母型護

衛艦の導入整備等々、自衛隊を軍隊にする準備は止まるところを知りません。 

  今や、安倍首相は、憲法９条に自衛隊を書込む改憲ばかりでなく、緊急事態や教育など

の条項を改憲に盛り込むと詭弁を弄し、国民を欺こうとしています。これらの改憲案を発議

させることは、戦争への道を邁進することに他ならず断じて許せません。 
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  これに抗して「安倍９条改憲ＮＯ！全国市民アクション」が、３，０００万統一署名運

動を展開しています。私たちはこれに全面的に賛同し、その達成に総力を挙げて取り組みま

す。 

  ３，０００万署名の完全達成こそが、改憲発議を阻止する最も有効な決め手になると信

じます。 

  私たち「東北６県市町村長九条の会連合」は第５回総会を開き、このアピールを採択し、

全国７，０００を超える｢九条の会｣と手を携え、「市民と野党共闘」を実現させ、安倍首相

の９条改憲の陰謀を徹底的に粉砕する決意を表明します。 

  また本総会では、全国組織としての「憲法９条を守る首長の会」の結成も視野に、今後

活動を一層強化拡大することとしました。 

  全国の皆さん、都道府県知事・市区町村長の現職の皆さん、元職の皆さん、この運動に

幅広く参加されることを心から訴えます。 

２０１８年３月１９日   盛岡市にて          

 東北６県市町村長九条の会連合  

第５回総会出席者  

 青森県市町村長九条の会            木下 千代治（元大畑町長）  

 憲法九条を守る秋田県市町村長の会       千田 謙蔵（元横手市長） 

 憲法九条を守る首長の会 川井 貞一（元白石市長） 鹿野 文永（元鹿島台町長）森 久

一（元山元町長）松村 行衛（元七ヶ宿町長）大関 健一（元栗駒町長） 

 福島県市町村長九条の会 伊藤 寛（元三春町長） 大橋 芳啓（元霊山町長） 

 山形県首長九条の会                渡部 章（元高畠町長） 

 （オブザーバー）   

 地方自治に日本国憲法の理念を活かす岩手県市町村長の会 伊藤 正次（元前沢町長） 遠

藤 治夫（元葛巻町長）内舘 勝則（元川井村長） 
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第 8回九条の会東北交流会 

盛岡市アイーナで開催 3000万署名推進で交流 

 東北6県の各地で活動を進める九条の会と東北首長

九条の会連合のメンバーがつどい、3 月 20 日(火)、盛

岡市のアイーナ(盛岡駅西)で開催されました。昨年の

仙台での交流に続き、各県持ち回りで行われているも

のです。冒頭、総がかり行動実行委員会の高田健共同

代表が「改憲発議を止めなければならないこれだけの

理由〜国民投票に頼るのではなく、3000 万署名で憲

法を守ろう」と題して講演しました。進まなかった

3000 万署名も森友関連文書改竄（かいざん）問題もあり、国民の怒りが沸騰しており急速

に進みだしている。3000 万人署名は単に署名を集めるだけでなく、数千万人と対話し、広

範に世論を変える運動でもある。ぜひ成功させようと呼びかけました。 

 交流会には 150 人参加し、各

県の 3000 万人署名の推進状況

について報告され、宮城からは

「3000 万署名推進センター」

の活動について報告しました。

アピール文の採択に続き 3000

万署名を成功させて「憲法改悪

を許さない」とコールして参加

者の決意を固め合いました。 

 


