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E メールニュース「みやぎの九条」    NO．272 

（2018年 4月 15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 4月 13日現在  宮城県内 9条の会連絡会 

 前回報告(3月 26日現在)の 22,579筆より 5,418筆減じて 17,161筆になりました。これ

まで、みやぎ憲法九条の会に署名をお届けいただいた女性の平和アクション等の団体の数を

3000万署名推進センターみやぎ内の九条の会以外の集計に異動したために、九条の会連絡

会としては減少したようになっていますが、実質は増加しています。 

なお、九条の会以外の団体では 20,529筆増加して 65,566筆の到達であり、合計で 15111

筆増加して 82,727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）  16:00～17:00 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） 
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宮城県内九条の会連絡会の街頭宣伝は毎週火曜日 

5月 1 日(火)はメーデーのためにお休みします。 

毎週火曜日 12時から 13時まで。4月は 17日、24日に、5月は 8日、15日、22日、29

日に実施します。 

場所 仙台市中央通東二番丁 平和ビル前。 

 

5 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 

●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】 

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 

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 
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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 

 

みずほ塾×憲法ｉｎ仙台  

「憲法を身近な問題として考える」 

日時：２０１８年４月２１日（土）１３：３０～１６：３０ 

会場：エルパーク仙台 

講師：砂金直美さん(弁護士、宮城県護憲平和センター理事長) 

第 1 部 「憲法を身近な問題として考える」 

     福島みずほさんの国会報告／シンポジウム 

     参加費:1,000 円（学生無料）当日可、託児あり 

第 2 部 「福島みずほ」さんを囲んでの夕食交流会 

     交流会費 2000 円、定員有。要事前申し込み 

主催：女性と政治エンパワメント実行委員会 

問合せ：090-4631-7485（樋口）／fax 022-266-7741 

 

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 
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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  
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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

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 

 

平和について考えよう 

『はだしのゲン』後編 

 悲しみを乗り越えやがて訪れる希望の光。同時上映：九条改憲って何？ 

日時： ２０１８年４月２８日（土） １３：３０～１６：００(開場１３：２０)  

会場： 八本松市民センター２階会議室 

参加費：無料 

主催： 八本松・郡山九条の会  

連絡先：事務局 本田英昭(太白区郡山 5-3-2 携帯 090-2881-7923) 
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伊藤千尋さんの講演会 

世界は憲法を使っている 

・・・コスタリカから九条へ・・・ 

日時： ２０１８年４月３０日（月） １４：００～ (開場１３：３０)  

会場： エルパーク仙台５階セミナーホール 

講師：伊藤千尋さん(NGO「コスタリカ平和の会」共同代表・元朝日新聞記者) 

参加費：800円(申込不要) 

主催： 伊藤千尋さんの話を聴く会(代表 遠藤光広 仙台市在住 022-266-8019) 

連絡先：事務局 本田英昭(太白区郡山 5-3-2 携帯 090-2881-7923) 

 

吉野作造記念館市民大学憲法記念日講演会 

「立憲主義と吉野作造」 

日時：２０１８年５月３日（木） １４：００～ (１３：３０入場可)  

会場：吉野作造記念館研修室 

講師：平地秀哉さん(國學院大學法学部教授) 

参加費：310円(常設展観覧可) 

定員：90名(電話予約必要) 

主催：吉野作造記念館(0229-23-7100、FAX0229-23-4979) 

 

平和のための「戦争写真展」、戦場体験 DVD 上映 

日時： ２０１８年５月５日（土）～６日（日） １０：００～１６：００ 

会場： 福祉プラザ２F展示ロビー 

参加費：無料(申込不要) 

主催： 宮城平和遺族会 
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連絡先：出浦由美子(TEL・FAX022-255-6666) 

 

戦争遺跡をめぐる 

宮城蔵王・不忘平和記念公園と北原尾石碑を訪ねて 

日時：２０１８年５月１２日（土） 集合：8時 50分 七十七銀行本店前(青葉通り) 

参加費：1,000円(車・資料代) 

定員：15名(先着) 

主催：宮城県平和委員会(022-263-6650、FAX022-263-6651) 

問合わせ：090-7069-3118(日下)、090-3643-0100(矢野) 

 

戦争体験を語り継ぐ上映会（５月） 

「雲ながるる果てに」 

原作は、海軍飛行専修予備学生として出撃して亡くなった青年たちの遺稿集。 

特攻隊基地では、命を棄てる覚悟をした若者たちが今生の思い出となる日々を過ごしていた。

勇ましく死を覚悟しながらも、この世に残すものに対する愛着や未練が彼らを包み、やがて

次々と飛び立っていく。戦争を美化することなく、戦争の真実を知る機会にしませんか。 

１９５３年製作、監督：家城巳代治、出演：鶴田浩二、木村功、山田五十鈴他。 

日時：５月１６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 
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【九条の会等の活動報告】 

多賀城懇話会 15 周年記念 

「文化と講演のつどい」に 800人参加 

多賀城懇話会１５周年記念、文化と講演のつどいが３月３１日１４時より多賀城文化セン

ター大ホールで開催しました。七ヶ浜汐見太鼓の演奏に始まり望月衣塑子東京新聞社会部記

者の講演が行われました。８００名の参加でした。参加者の皆さまの感想（１部抜粋） 

▽望月さんのマシンガントークに最初は戸惑いましたがだんだんなじんでとても興味深く

聞くことができました。アベ政権の不正をこれからもどんどん明らかになるよう頑張ってく

ださい。 

▽日本の新聞、マスコミが権力に対して弱腰になってきたのを失望していた。しかし今日望

月さんのようにまだ権力に立ち向かっているジャーナリストの姿をみて感動した。望月さん

には今後もますます権力の不正を暴いてほしい。 

▽女講談師、口から機関銃の弾が連射、身振り手振り、物まね、その中で政治の舞台裏が生

き生きと描き出され、新聞記者の勇気、記憶力、体力、忍耐力を総動員して日本のマスコミ

全体も揺さぶっている姿にとても感銘を受けた。 

▽元気一杯で権力に勇敢に立ち向かっている様子がじかに感じられました。私たちも力を合

わせて不正を糾していきましょう。追求し続けることが大事と思います。    

（安倍 9 条改憲 NO!15000 統一署名多賀城推進連絡会・短信 NO.７より） 

太白区内九条の会と太白区 3000 万署名推進実行委員会で街

頭署名 3 月 24 日(土)、3 月 30 日(金)の 2 日で

95 筆の署名 

 太白区内の各九条の会と新婦人太白支部、年金者組合太白

支部、日本共産党などで構成する「太白区 3000 万署名推進

実行委員会」が共催して、街頭署名活動を実施しました。 

3 月 24 日(土)はザ・モール仙台長町店前で午後 1 時半から 2

時半までの 1 時間、21 名の参加で 56 筆、3 月 30 日(金)はみ
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やぎ生協太子堂店敷地内で午後 3 時から 4 時までの 1 時間、15 名の参加で 39 筆の署名を

いただきました。 

 ザ・モール前の署名では「安倍首相に対する怒りの声」

などがよせられました。通行する人々が署名に応じてく

れ、中でも多くの高校生が立ち止まって署名に応じてく

れたのが大きな特徴でした。 

 みやぎ生協太子堂店での署名では、曜日の選び方が良

くなかったのか、お客さまの数は少なかったが敷地の外

でもマイクによる呼びかけをして訴えました。 

 

名取駅西口でチラシ配布  

「受け取りいいよ」  

皆さんごお疲れ様です。名取 9 条の会は 12 日朝 7 時～8 時まで 1 時間、名取駅西口でチ

ラシの配布、5 人参加でチラシと四つ折りリーフのセット約 200 部を配布し、安倍９条改憲

ＮＯ！を呼びかけました。この前よりは受け取りが良いと感じました、テッシュをセットし

たからかもしれませんが国会での森友、加計問題と自衛隊日報隠しについて、市民が納得で

きる状況にはないことが明らかです。 

 安倍政権の退場と 9 条守れの声を大きくし、署名を推進しましょう。 

（名取九条の会 後藤不二夫） 

 

鶴ヶ谷地域 9条の会 

「地域のみなさんは 9条変えるな署名に好感です」 

 鶴ヶ谷地域 9 条の会は 3 月 29 日(木)みやぎ生協鶴ヶ谷店前で 9 条の会メンバー2 人、新

婦人鶴ヶ谷班 3 名のメンバーに生協労働組合の方 2 人で署名活動をしました。11 時から 12

時までの 1 時間で 9 条の会 20 筆、新婦人 32 筆の署名をしていただきました。また、4 月 9

日は鶴ヶ谷生鮮市場前で 9 条の会 4 名、新婦人 1 名、医労連 OB1 名のメンバーで 9 条の会

12 筆、新婦人 8 筆、医労連署名 9 筆署名していただきました。暖かくなって、2 月に比べ

て２倍の署名が集まりました。 
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 13 日は各戸訪問署名活動で、やはり 1 時間で訪問 17 軒、面談 7 軒、署名に応じてくれた

方 5 軒、筆数 8 筆でした。面談できた方は、最近の文書改竄、データ捏造、隠ぺいで怒っ

て、安倍さんに憲法を変えられては困ると署名してくれました。「署名活動してくれてあり

がとう」と激励されました。(鶴ヶ谷地域 9 条の会 篠原) 


