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E メールニュース「みやぎの九条」    NO．273 

（2018年 5月 1日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

「『みやぎ憲法九条の会』第１４回 呼びかけ人総会」アピール 

「みやぎ憲法九条の会」は本日、第１４回呼びかけ人総会を開催しました。 

憲法施行７０年にあたる節目の昨年５月３日、安倍首相は「美しい日本の憲法をつくる国

民の会」主催の集会に、「新たに自衛隊条項を憲法に加え、２０２０年までに施行する」と

ビデオ・メッセージを送りました。 

そして、この３月２５日の自民党大会では、「結党以来の党是である憲法改正に取り組む

ときが来た。憲法に自衛隊を明記し、違憲論争に終止符を打ちます。これこそが、今を生き

る政治家、そしてわが党の責務です。敢然とこの使命を果たし、新しい時代を創り上げてい

きましょう」と演説しました。 

自民党は、この大会までに、戦争放棄・戦力不保持と交戦権否認を規定した９条をそのま

まにして、「９条の２」として自衛隊を書き込む改憲条文案を決定することにしていました。

しかし、党内意見がまとまらず、条文案の決定は先送りされました。 

これは、国民の自民党の改憲に対する厳しい見方の反映です。最近の世論調査でも、安倍

政権の下での「憲法改正に反対」が５７．１％（共同通信調査、4 月 16日付「河北新報」）、

安倍政権の「９条改憲に反対」が５１％（朝日新聞調査、3月 19日付「朝日新聞」）など

過半数を超える国民が安倍首相の狙う９条改憲に反対しています。 

憲法９条は、日本が戦争に巻き込まれることを許しませんでした。自衛隊員は海外で武器

を使用することもなく「殺し、殺される」こともありませんでした。しかし、「戦争法」の

成立で米軍の艦船や航空機の「防護」などを行っています。そして、集団的自衛権の行使が

可能となったいま、自衛隊を憲法に書き込むことになれば、海外での無制限の武力行使を可

能にします。自衛隊員の命を守るためにも、自衛隊の憲法への書き込みは絶対に容認できま

せん。 

いま、安倍首相は、「自衛隊イラク派遣日報」隠ぺい、「森友学園」への国有地払下げ決

裁文書改ざん疑惑、愛媛県作成の「加計学園は『首相案件』」と記録する文書が明らかにな

るなど窮地に陥っています。情勢は大きく転換しています。さらに、運動を強め世論を拡げ
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れば、安倍政権の改憲を止めることはできます。そのために、いま大切なのは「安倍９条改

憲ＮＯ！ 憲法を生かす全国統一３０００万人署名」を必ず達成し、国会の改憲発議を許さ

ないことです。 

自衛隊の合憲・違憲についての考えの違いを超えて、「自衛隊の海外派遣はさせない、自

衛隊員の命を守るために安倍政権下の９条改憲は許さない」の一点で、草の根からの共同を

広範にすすめることです。 

自民党は結党以来、一貫して改憲を目論んできました。その策動を打ち破ってきた「改憲

ＮＯ！」の国民の声を結集すれば、改憲勢力が発議に必要な３分の２の議席を衆参両院で占

めていても、発議を止めることができます。仮に。国会で発議をされても、「３０００万人

署名」を成功させれば、「国民投票」で改憲案否決に大きく展望を拓くことができます。 

そのことの確信をもって闘うことを呼びかけます。 

２０１８年４月２１日 

みやぎ憲法九条の会 第１４回 呼びかけ人総会 

 

3000万人署名九条の会連絡集約は 20,668筆 

2018年 4月 27日現在  宮城県内 9条の会連絡会 

 前回報告(4月 13日現在)の 17,161筆より 3,507筆増加して 20,668筆になりました。な

お、九条の会以外の団体では 27,336筆増加して 92,902筆の到達であり、合計で 30,843筆

増加して 113,590筆になっています。 

 

５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 

5月 19日(土)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  

5月 19日（木）  16:00～17:00 場所 石巻工業高校前蛇田交差点 
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●涌谷町の 19日行動 

 5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 

5月 1 日はメーデーのためにお休みしました。 

毎週火曜日 12時から 13時まで。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 

●宮城野区    憲法集会のために休みます。   

 【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) 
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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 

 

海が揺れた、土地が揺れた、そして心も 

ドキュメンタリー映画「願いと揺らぎ」  

 舞台は震災から一年後の南三陸、波伝谷。取り戻したいものは同じでも、すれ違う想い。

あのとき自分たちが選んだ道は正しかったのか。12年の記録を凝縮した、被災地の生きた

証。我妻和樹 監督・撮影・編集。山形国際ドキ

ュメンタリー映画祭 2017インターナショナルコ

ンペテイション入選作品。 

上映日：4月 28日（土）～5月 11日（金） 13:00

～ 

会場：仙台セントラルホール（仙台市青葉区中央

2-5-10 桜井薬局ビル３F 022-263-7868） 

入場料：前売り 1300円、当日 1800円、学生 1500

円、シニア 1000円、高校生以下・障害者 1000円 

＊毎日監督舞台挨拶、ゲストトーク有り。 

 

 

 

 

 

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) 
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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 

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) 

 

宮城女性九条の会 2018 年度定例総会と第 39 回憲法講座 

日本列島に広がる安保法制の爪 

オスプレイ、イージス・アショア攻撃型空母・・・そして沖縄新基地。国民の半数以上が

安保法制を認めていないのにこの法律は動きだしています。このまま進んだら日本はどうな

ってしまうのでしょうか。男女問わずどなたでもご参加ください。 
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日時：２０１８年５月１３日（日） 13:10～ 

会場：宮城野区中央市民センター 第 1会議室（２F） 

講師：本田勝利さん（宮城県平和委員会常任理事） 

参加費：300円 

主催：宮城女性九条の会(仙台市青葉区上杉 2-1-10 仙台 YWCA会館内) 

問合わせ：090-5832-6836(鹿戸)、022-241-0429(門脇) 

 

みやぎ 2018市民の憲法行事参加イベント講演会 

「これからの日本 これからの教育」 

「あったことを、なかったことにはできない」「加計学園獣医学部問題は日本の民主主義に

とって看過しがたい」と語った前文部科学省官僚トップの前川さん。「公務員は全体の奉仕

者であって一部の奉仕者ではない」（憲法 15条）を守り抜き、憲法破壊には組しない正義

派の官僚が存在した」と多くの国民は勇気づけられた。 

日時：５月１６日（水）１８：３０～２０：３０（１８：００開場） 

会場：フォレスト仙台 ２F大ホール  

講師：前川喜平さん（元宮城県教育委員会行政課長、前文部科学省事務次官） 

参加費：300円（会場費） 

主催：宮城県高校-障害児学級退職者教職員の会（宮城高退教） 

後援：退職女性教職員の会 宮城白萩の会 

   宮城県退職教職員協議会 

連絡先：宮城高退教事務局 022-255-6666（出浦） 
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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 

 

鶴ヶ谷地域九条の会総会記念講演 

「国民投票法の問題点」 

自民党は３月２５日の党大会において今年度中の発議をめざして改憲素案を確認しました。

憲法の変更は国会が 3分の 2の多数で発議してから、国民投票を経て決められます。国民投

票法にもとづき実施されますが、同法は様々な問題を抱えていると言われています。どんな

問題があり、私たちが主権者としてどんな心構えで臨まなければならないかを講演していた

だきます。 

日時：５月２７日（日）１３：００～１４：３０（講演終了後総会を行います） 

会場：鶴ヶ谷市民センター（仙台市宮城野区鶴ヶ谷 2丁目）  

講師：宇部雄介弁護士（仙台弁護士会所属、みやぎ憲法 9条の会世話人） 

入場：無料 

主催：鶴ヶ谷地域九条の会 

連絡先：事務局 篠原富雄 090-8780-8091 
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仙台弁護士会第 48回憲法連続市民講座 

「危機に陥る日本の表現の自由」～世界はどう見ているか～ 

2013年秘密保護法、17年共謀罪（テロ等準備罪）18年財務省日報隠ぺい問題など、日本の

表現の自由・知る権利が狭められています。これらを国連や国際社会はどのように見ている

のでしょうか。 

日時：５月２７日（日）１５：００～１７：００（１４：３０開場） 

会場：仙台弁護士会館４階大ホール  

講師：藤田 早苗さん（エセックス大学ロースクール人権センターフェロー国際人権法） 

入場：無料、申込不要 

主催：仙台弁護士会  共催：日本弁護士連合会（予定）・東北弁護士連合会 

問合せ：仙台弁護士会０２２－２２３－１００１ 

 

斎藤とも子講演会 

「ヒロシマ」との出会い、井上先生との思い出 

『父と暮らせば』の美津江役を演じたことをきっかけに、広島に足を運ぶようになった斉藤

さんは、その後、胎内被曝による原爆小頭症という障害を抱えた人たちとその家族の生活を

聞き取り一冊の本にまとめました。今回は美津江役を演じた時のエピソードや自らの「ヒロ

シマ」への思い、井上ひさしさんの思い出などを交えてお話しします。 

日時：５月２７日（日）１３：３０～ 

会場：仙台文学館講習室（仙台市青葉区北根 2-7-1）  

定員：１８０名（先着）     入場：無料 

主催：仙台文学館  

＊なお、『父と暮らせば』は 7月 14日（土）に日立システムズホールでこまつ座によっ

て公演されます。チケットを各種プレイガイド発売、みやぎ憲法九条の会でも取り扱い中。 

 講演チケットのみやぎ憲法九条の会への申込は FAX022-341-5882へ 
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ダグラス・ラミス先生講演会 

「沖縄から憲法と平和を語る」 

 2001年 9月 11日のニューヨークでの同時多発テロ。大きな衝撃を受けた私たちは『100

人の村』によって、この世界を共に生きる一人として新たな視点を与えられ、希望の灯りを

見出したのであった。 

日時：６月２日（土）１３：３０～１５：３０ 

会場：エルパーク仙台セミナーホール（三越定禅寺通り館５F）  

講師：ダグラス・ラミスさん（24歳の時海兵隊員として沖縄に駐留。除隊後ベトナム反戦

運動に参加。関西に住み 1980年より定年まで津田塾大学で政治学を講じる。退任後沖縄在

に定住し、平和運動再開現在に至る） 

参加費：500円（中高生無料） 

主催：市民講座「アフリカ・セミナーの会」  後援：みやぎ憲法九条の会 宮城女性九条

の会 

申込方法：電話または FAXで申し込んでください。022-375-9715 

 

【九条の会等の活動報告】 

みやぎ憲法九条の会第 14 回呼びかけ人総会開催 

「賛同者のみなさんと県民に訴えたアピール発表 

4 月 21 日（土）フォレスト仙台第 6 会議室で 2018 年度の呼びかけ人総会を開催し、27

人がさんかしました。総会の前に東北首長 9 条の会連

合共同代表川井貞一さん（元白石市長）の講演があり、

不忘山の頂上に設置されている「不忘の碑」（註＊）

の経緯についてふれ、戦時中は「鬼畜米英」と憎んだ

が、思えば彼らも戦争の犠牲者である。このこと忘れ

ないようにと永遠の平和を願って設置した。 



10 

 

東北六県市町村長９条の会連合は東北の枠を超えて当面東京での発足を目指し、全国に広

げたいと思っている。そのためにも 3000 万署名を断固成功させるために頑張ると決意を述

べ、参加者を激励しました。 

総会は 2017 年度の活動報告と 2018 年度の活動計画を承認し、全県の九条の会賛同者と

県民にあてたアピールを採択しました。

（ニューストップに掲載） 

 

（註＊）不忘の碑とは第二次世界大戦

の末期 1945 年 3 月 10 日の夜、この付

近に墜落したB29爆撃機の 3機の搭乗

員 34 人を慰霊するために、地元住民

の発案で建てられたもです。この日は

後に判明しますが東京大空襲の日で３

機はこの大空襲に参加しての帰途、不

忘山の山頂に次々と激突したものと考

えられています。 

 

 

 

 


