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E メールニュース「みやぎの九条」    NO．275 

（2018年 6月 1日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

安倍 9 条改憲 NO！国会発議 STOP！ 

６．１０宮城県民大集会～自衛隊を戦場に送らない～ 雨天決行 

 私たちは呼びかけます。「9条改憲」NO!で、平和

を守ろろう、民主主義を取り戻そう！ 

 呼びかけ人代表：遠藤恵子、小野寺義象、郭基煥、

鹿野文永、川井貞一、後藤東陽、佐久間敬子、佐々

木ゆきえ 

日時：６月１０日（日）１３：００～集会 

会場：仙台市勾当台公園市民の広場 

ゲストトーク：佐高信さん（評論家、安倍九条改憲

NO！全国市民アクション呼びかけ人） 

内容： 

オープニング：12:45頃より古川民俗芸能の会の

皆さんによる和太鼓 

政党あいさつ、市民トーク、特別報告 

主催：「安倍 9条改憲 NO！国会発議 STOP！６．１

０宮城県民大集会」実行委員会 

連絡先：実行委員会事務局 080-8206-3511 
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3000万人署名九条の会連絡集約は 25,152筆 

2018年 5月 28日現在  宮城県内 9条の会連絡会 

 前回報告(5月 14日現在)の 23,444筆より 1,708筆増加して 25,152筆になりました。な

お、九条の会以外の団体では 16,336筆増加して 146,372筆の到達であり、合計で 171,524

筆になっています。 

 

６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 

6月 19日(火)12:00～13:30 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  

6月 19日（火）  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 

 6月 19日（火）  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。6月は 5日、12日、19日、26日に実施します。 

場所 仙台市中央通東二番丁 平和ビル前。 

 

6 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。 
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●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    坂下交差点  

  

 【これからの県内イベント情報】 

「憲法９条を守り生かす宮城のつどい２０１８」の日程決まる 

 例年 11月に開催している「憲法９条を守り生かす宮城のつどい２０１８」は 11月 18日

（日）仙台サンプラザホールで開催することが決まりました。 

  講演は伊藤真さん（弁護士）にお願いしています。 

 

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 
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みやぎ 2018市民の憲法行事 

北東アジアの平和のために－朝鮮半島をめぐる情勢を考える－ 

 人類史上初めて核兵器禁止条約ができました。唯一の戦争被爆国日本政府はこの条約に背

を向けています。平昌オリンピックを契機に朝鮮半島をめぐる情勢は劇的な南北首脳会談な

ど平和解決へ。大激動期を迎えました。 

日時：６月２日（土）１３：００ AALA総会 

１４：００～ 講演会 

会場：仙台市福祉プラザ２F ふれあいホール 

講師：緒方靖夫さん（日本共産党副委員長、国際委員会責任者） 

資料代：500円 

主催：宮城県 AALA(アジア・アフリカ・ラテンアメリカ)連帯委員会 

連絡先：小林立雄 090-2369-6186 

 

教科書問題を考える県民のつどい 

中学校「特別の教科道徳」の教科書採択を前にして 

 「道徳」の教科書の問題点は？  「道徳」の教科書はどんなものを? 

日時：６月３日（日）１３：３０～１６：３０ 

会場：仙台弁護士会館４階大会議室  

講師：糀谷陽子さん（子どもと教科書全国ネット２１常任運営委員） 

参加費：無料（どなたでも参加できます） 

主催：子どもと教科書全国ネット(東北ブロック交流学習会と兼ねています) 

問合せ先：宮城県教職員組合 022-234-0141 E-mail:miyakyoso@mtu.or.jp 
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講演のつどい 

マスコミは「改憲」をどう伝えるべきか 

～改憲問題に対するメデイアの報道と姿勢～ 

 「南スーダン・イラク派遣日報」「森友・加計疑惑」「教育介入」マスコミ統制を狙う「放

送法改悪の動き」等々、安倍政権下で民主主義の根幹が崩れようとしています。その裏で着々

と進められる「改憲」作業！今マスコミは「改憲」をどう市民に伝えるべきなのか。 

日時：６月９日（土）１３：３０～１５：３０ 

会場：仙台弁護士会館４階大会議室  

お話し：山田健太さん（専修大学教授＝言論法・日本ペンクラブ専務理事） 

参加費：入場無料 

主催：「マスコミを語る市民の会」宮城 

連絡先：高橋輝雄法律事務所内  090-9530-8558  080-6010-3022 

 

「鹿島台憲法９条の会」総会＆記念講演 

「自衛隊の明記・緊急事態条項は憲法改悪の最たるもの」 

 自民党宮城県連の青年部長などを務めた川井元市長が、いま、なぜ「憲法 9条を守る首長

の会」の会長なのか。「野党共闘・市民共同」と「６０年安保闘争の」の違いは何かなど。

豊富な人生経験と高い見識に裏打ちされた片倉小十郎を誇りとする「白石魂」の真髄を縦横

に語ります。 

日時：６月９日（土）午後１時 30分～午後 3時 40分(開場 午後 1時 00分) 

場所：鎌田記念ホール会議室 

内容：総会(午後 1時 30分～2時 00分)の後、午後２時より記念講演を行います。 

講師：川井貞一さん(元白石市長) 

入場：無料、どなたでも入場できます。 

＊講演終了後平和行進を行います 

主催：鹿島台憲法九条を守る会 
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戦争体験を語り継ぐ上映会（６月） 

         「スクープドキュメント 沖縄と核」 

アメリカの統治下にあった沖縄に配備されていた核兵器。機密資料と新証言から明らかに

なってきたのは、世界最大級の核拠点となっていた沖縄の実態だった。冷戦下、東西陣営の

緊張が高まるたびに、最前線として危機的な状況に置かれていたこと、さらに、「核」が沖

縄への基地集中をもたらすひとつの要因となっていたという事実。そして、“核弾頭ミサイ

ルが誤って発射された衝撃的な証言”など、沖縄と「核」の知られざる歴史に光りをあてる。

（２０１７年 TV 放映、４９分） 

◆同時上映『証言記録 兵士たちの戦争 沖縄戦～住民を巻き込んだ悲劇の戦場～』 

日時：６月１３日（水）１３：３０～１５：３０   

会場：泉病院友の会ホール（泉区長命ヶ丘）  

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 

 

東日本大震災復旧・復興県民センター設立 7周年総会 

記念講演「被災 7年を経て復興問題の今とこれからを考える」 

東日本大震災より 7 年過ぎました。被災者の生活再建は日本国憲法のもとでの基本的人権

としても保障されなければなりません。被災者を置き去りにした復興はありえません。「人

間の復興」が実現できる、いのちとくらしが守られる社会実現に向けて一緒に考え、行動し

ましょう。 

日時：６月１６日（土）１３：３０～１７：００(開場１３：００)  

会場：仙台弁護士会館４階大ホール  

講師：塩崎賢明さん(神戸大学名誉教授) 

参加費：入場無料(被災当事者、支援者の方をはじめどなたでも参加できます) 

主催：東日本大震災復旧・復興県民センター  022-399-6907 
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吉野作造記念館 2018年前期企画展記念講演 

「現代の労働問題と日本社会、ブラック企業問題とな何か」 

現代の日本では様々な形で働く人の権利や働き方のあり方が問われ、一つの政治問題になっ

ています。吉野作造生誕 110年記念として 5月 27日～8月 5日までの予定企画展「働く人

の権利を求めて」を開催しています。 

日時：６月３０日（土）１４：００～ (開場１３：３０～) 

講師：今野晴貴さん(ＮＰＯ法人 POSSE 代表) 

会場：吉野作造記念館 

入場料：企画展の観覧料でご参加いただけます。(要電話予約) 

    観覧料：一般 500円、高校生 300円、小・中学生 200円 

主催：吉野作造記念館（大崎市古川福沼一丁目 2-3  0229-23-7100） 

 

こまつ座第 122 回公演 

井上ひさし作「父と暮らせば」 

劇作家・小説家井上ひさしが、原爆をテーマに執筆した二人芝居『父と暮せば』は終戦から

3年後の広島が舞台。被爆した体験を持ち、いまは図書館に勤めている福吉美津江は生き残

ったことに対する罪悪感から、人を好きになることを自分に禁じています。父竹造は、そん

な美津江の「恋の応援団長」となって寄り添い、励ましますが・・・ 

会場：日立システムズホール仙台  

入場料：(全席指定) 

    Ｓ席 4800円 Ａ席 3800円 Ｂ席 2800円 ユース(25歳以下)2000円 

チケット：各種プレイガイド発売中 

主催：仙台生年文化センター(公益財団法人 仙台市民文化事業団) 

問合せ：内容(仙台文学館 022-271-3020) チケット(仙台市市民文化事業団 022-727-1875)  
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【九条の会等の活動報告】 

各地で署名活動、スタンデイング取り組まれました。 

頑張ってます： 

大河原：ハンドマイク宣伝 2回、生協での署名活動 2回。今いちばんはなしやすい状況では

ないか。485＋α筆。５．３は 8名の参加だった。内 4名が白石バスに便乗よかった。６．

１０は大量宣伝したい。 

角田：いろいろな集会に参加。４．２０講演会他、５．３集会には３名で行進にも参加。 

丸森：九条アクション４／２４～３０集中取組。会員周知しながら署名活動。５．３佐藤さ

ん代表で。 

村田：５．３白石バスに６名便乗、その他８名参加。参加者は確信をもって帰った。良かっ

た。１６日現在で２００筆。 

蔵王：歩くしかないと、２回署名行動。自衛隊のことになると説明不足がち。話し方をもっ

と勉強したい。歩けば、署名はとれる！と確信。現在３３５筆。４００筆目指して最後の

追い込みをしたい。 

白石：毎月セラビ２回他、しんふじんとのきょうどうなど、全部合わせて３０００筆を越し

た。セラビ宣伝効果は大きい。(以上は５月１３日仙南九条の会連絡会の報告より) 

泉パークタウン: 

5月 24日、30回目の署名行動でした。今後は、6月 10日県民大集会の後、13日に、署名

行動の打ち上げ会を予定しています。累計では、訪問 2.914戸（対面 372）、パークタウン

署名行動で 126筆、個人署名 430筆、みやぎ憲法九条の会事務局宛の封筒によるもの 366

筆（85通）、署名合計は 922筆、3000万署名行動参加者は 14名（延べ人数 115人）。 

2016年の 2000万署名は 439筆でした。事務局宛の封筒が 85通に上ったのには励まされま

した。カンパも 6000円いただきました。(薮田) 

名取： 

27日(日)朝７時から閖上朝市で名取市民アクションが署名とチラシ配布を実施。９人が

参加しました。署名は９２筆、チラシは１６０部配布しました。今回も福島や山形から、岩
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手から近くに来ていたので買い物に来ましたという方も署名してくれました。皆さん安倍首

相の不誠実な態度、隠ぺいや改ざんに対して早く辞めてほしいという声が圧倒的でした。署

名期間の最後まで奮闘しましょう。(名取市民アクション 後藤不二夫) 

鶴ヶ谷： 

27日に総会と記念講演会を開催し、25人が参加し、国民投票法について学びました。個

人的であれば酒食の提供も不問と聞いてびっくり。29日(火)にはみやぎ生協鶴ヶ谷店前で

鶴ヶ谷地域 9条の会メンバーと地域の新婦人の会のメンバー13人が集合、1時間で 61筆の

署名を集約しました。声を寄せて頂いたお客様には「今回はいつもより多いね。勢いが感じ

られる」と激励されました。 

多賀城： 

多賀城九条の会は 19 日、４回目の地域署名行動を実施しました。推進連絡会の中央セン

ターで地域を中央３丁目、伝上山地域に入りました。１３名の参加で６６筆の署名を集める

ことが出来ました。署名行動地域には事前に「３０００万署名のチラシ」を配布し、当日は

２名でペアを組んでの取り組みでした。署名行動後、集約場所の「ひだまり会館」で全員が

取り組みの経験を交流しました。 

 初めて「署名」に取り組んだ人は「署名をして貰うには大変な努力が必要だ」や「 自衛

隊の後輩には戦争はさせられないと言っていた 元自衛隊にいた高齢の方にも署名してもら

った。」などいろいろな経験がだされました。(佐藤正弘) 

また 27 日の行動には、多賀城各地から 42 名集まり 塩釜市境下馬から仙台市境のブック

スなにわまで 6 地点各 7 名前後で憲法違反の戦争法の廃止、安倍 9 条改憲ＮＯ！安倍は、

退陣せよ❢などののぼり旗等国道 45 号線沿いで一斉スタンディングをしました。日曜日で

したが、車の往来も多くこの行動に車中から「がんばって」の声が寄せられ参加者の励まし

にもなりました。スタンデイング参加のみなさん、ご苦労様でした。はじめてのスタンディ

ング参加のみなさん感想はどうだったでしょうか。 

ひとりひとりの参加が必ず安倍政治を許さないことに繋がります。落語家の立川談四楼さん

は、国会前行動に初参加した感想をこう述べています。「頭数になることが一番です。頭数

になりましょう。楽しかった。そのあとのビールも格別だったと。」これが今の若者の言葉

「かっけー」だ。とも述べています。(多賀城アクション 鈴木) 

塩釜： 

5 月 24 日（木） 年金者組合多賀城支部が世話役となり多賀城生協で署名行動７名が参

加し、６１筆の署名を集めることができました。5 月 25 日（金）７：４５～ 下馬駅で宣
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伝行動を行いました。安倍働き方改革法が人件費削減だけではなく、労働時間の規制を無制

限にして過労死を拡大させるものだと厳しく批判。消費税増税も働き方改革も財界に奉仕す

るためのものであり、安倍政権の退陣を求めようと呼びかけました。１３名が参加しました。 

小牛田： 

毎月３日と１９日・国道１０８号線の山ノ神神社前交差点で１３：００から３０分間スタ

ンディングを行っています。多くの皆さんの参加をお願い申し上げます。 


