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E メールニュース「みやぎの九条」    NO．277 

（2018年７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 29,402筆 

2018年 6月 28日現在  宮城県内 9条の会連絡会 

 前回報告(6月 8日現在)の 29,094 筆より 308 筆増加して 29,402 筆になりました。なお、

九条の会以外の団体では 204筆増加して 157,162筆の到達であり、合計で 186,564筆になっ

ています。全国市民アクションでは 6月 7日に 4月末まで集約をした 1350万筆を国会に提

出しました。署名活動は引き続き継続します。 

 

７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 

7月 19日(木)街頭宣伝または夕方集会・デモ行進 で検討中。 

●石巻市の 19日行動  

7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 

 7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。7 月は 3 日、10 日、17 日、24 日、31 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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7 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    坂下交差点  

  

 【これからの県内イベント情報】 

宮城県内九条の会連絡会総会＆記念講演 

小森陽一さん(「九条の会」事務局長、東京大学大学院教授)来ます！ 

 第 196国会後の憲法情勢、3000万署名運動の総括

を踏まえ、秋の臨時国会に自公与党に安倍改憲発議

をさせないための運動方針についてお話します。 

 

日時：7月 28日（土） 13:30～ 

会場：仙台シルバーセンター７階第１研修室  

入場料：無料 

主催：宮城県内九条の会連絡会運営委員会 

問合せ：022-728-8812 FAX 022-276-5160 
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いま光を放つ「五日市憲法草案」と仙台藩が生んだ起草者 千葉卓三郎 

～草案発見 50年にあたって～ 

日時：７月１日（日）１３：００～１５：３０ 

講師：鈴木富雄さん(あきるの市 9条の会呼びかけ人)、鈴木道夫さん(元栗原市議) 

会場：仙台弁護士会館４階 

入場料：５００円 

主催：治安維持法国家賠償同盟宮城県本部 

申込・問合せ：090-8259-0665(横田有史) FAX022-222-6450 

 

秋田雨雀・土方与志記念青年劇場公演 

福山啓子作・演出「あの夏の絵」 

 核兵器なんかいらない！ あなたもそう思いませんか？原爆の記憶を絵で表現し継承す

ることに挑んだ高校生たちの物語です。この演劇を観て、核兵器とはなにか、考えてみませ

んか！ 

日時：７月 6日（金）昼の部１４：００～   夜の部１８：３０～ 

会場：仙台市福祉プラザふれあいホール 

入場料：大学生以下 1,000円 30歳以下 2,000円 一般 3,500円 

主催：「あの夏の絵」上演実行委員会 

連絡先：武井あおい 090-2978-2192 FAX022-771-5023 

 

みやぎ２０１８市民の憲法行事企画 

「慰安婦」問題、どうしたら「真の解決」ができるのか 

～「日韓合意」、韓国政府の検証結果が示すもの～ 

 2015年 12月の「日韓合意」により、日本政府はこれで「慰安婦」問題は解決したと宣伝

し、国民の多数もそれを信じました。しかし、被害者はもちろん、韓国の世論は大多数がこ
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れを承服しがたいとし、朴槿恵氏にかわった文在寅政権は、この「合意の内容」とそこに至

る経過を検討し、昨年 12月「日韓合意」では問題を解決できないとする結果報告書を発表

しｍした。 

日時：７月 8日（日）13:30～16:00 

会場：エルパーク仙台５F セミナーホール 

講師：川上詩朗氏(弁護士) 

参加費：600円 

主催：日本軍「慰安婦」問題の早期解決をめざす宮城の会 

連絡先：仙台中央法律事務所内 090-2023-9076 

 

平成３０年度吉野作造入門講座参加者募集 

「明治維新１５０年と吉野作造」～「西郷どん」の時代背景がわかる！～ 

日時：7月 13日（金）14:00～16:00 

会場：大崎市図書館(大崎市古川駅前大通 4-2-1) 

講師：小嶋 翔(吉野作造記念館主任研究員) 

料金：無料 

対象：吉野作造に関心のある方(初めて学ばれる方) 

主催：吉野作造記念館 

申込：電話予約必要(吉野作造記念館 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・・・ 
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日時：7月 14日（土）14:00開演(13:30開場) 

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：仙台青年文化センター(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)  

 

 

名取九条の会結成１２周年記念行事 

「講演とうたごえのつどい」 

第１部 平和のうたごえ(歌唱指導あり) 

      「どらごえサークル」のみなさん 

第２部 講演「憲法改定論の何が焦点か」～平和・人権を守るために～ 

    講師：本田勝利さん(宮城県平和委員会常務理事) 

日時：7月 14日（土）13:30開演(13:00開場) 

会場：みやぎ生協名取西店２Fホール(名取駅西口から徒歩 3分)  

資料代：300円 

平和が好きな人ならどなたでも参加できます。 

主催：名取九条の会 

連絡先：後藤 090-2364-6011  阿部：090-9530-9330 

 

名作・平和映画会 

ロバート・デニーロ主演「真実の瞬間」 
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1950年代、ハリウッド。罪なき疑惑が愛と友情を奪う。「ハリウッドの赤狩り」に迫っ

たアメリカ映画。 

 

とき：7月 16日（月・祝日）13:00～16:00 

ところ：古城コミニテｲセンター会議室(若林区古城一丁目 1番 15号. 電話番号. 022- 

282-8199.) 

入場無料 カンパ歓迎。 

主催 戦争放棄！憲法九条八軒校区の会  加藤 090-3349-6849 

 

第 14 回平和フェスタ 

ヒロシマ・ナガサキ「原爆と人間」写真展 

核兵器も原発も人間と共存できません。戦争はいやです。平和がいちばん!(70代) 

初めて原爆の恐ろしさを感じました。想像以上の威力と惨めさを知り、二度と起こってしま

わぬことを願います。(高校生) 以上昨年見た方の感想 

とき：7月 15日(日)午前 11時～午後 7時 

16日（月・祝日）午前 10:00～12:00 

ところ：大崎市図書館多目的ホール(15日のみ体験コーナー、展示コーナー有) 

入場無料  

主催：新日本婦人の会古川支部 

連絡先：中嶋 0229-47-4494 近江 0229-23-7433 

 

第 14 回平和フェスタ上映会 

映画「コスタリカの奇跡」 

1948年二軍隊を廃止。軍事予算を教育・社会福祉に充て国民の幸福度を最大化する道を選

んだコスタリカの奇跡に迫ったドキュメンタリー 

とき：16日（月・祝日）上映時間①10:00～11:30 ②13:15～14:45 ③15:15～16:45 
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ところ：大崎市図書館研修室３  

入場無料  

主催：新日本婦人の会古川支部 

連絡先：中嶋 0229-47-4494 近江 0229-23-7433 

 

戦争体験を語り継ぐ上映会（７月） 

「鬼太郎が見た玉砕」 

原作は、二等兵としてラバウル戦線で過酷な日々を送った漫画家・水木しげるの自伝戦記

漫画「総員玉砕せよ」。 

１９４５年３月のラバウル戦線、味方の 10 倍の規模の連合軍との交戦。玉砕命令が出さ

れていたにもかかわらず、中隊長の機転でゲリラ戦に転じ、おかげで水木ら部隊の半数は戦

死を免れた。しかし、玉砕したはずの部隊が生き残っているというのは、日本軍上層部にと

って「あってはならない」事態だった…。（２００７年 TV 放送、ドラマ、８９分） 

日時：７月１８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 

 

「死刑制度」についての公開学習会 

日時：７月 26日（木）午後３時(2時 45分開場) 

会場：仙台弁護士会館 4階大ホール 

講師：高橋則夫し(早稲田大学法学部教授、日本被害者学会前理事長、日本刑法学会元副理

事長) 

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 
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連絡先：仙台弁護士会 022-223-2383 

 

戦争体験を語り継ぐ上映会（８月） 

「原爆救護～被爆した兵士の歳月～」 

原爆投下直後、市民救助を命じられた１０代の少年特攻兵たちがいた。 

炎と煙の中、負傷者を救い出し無数の遺体を葬った兵士たち。戦後、放射能の影響が疑わ

れるさまざまな体調不良に苦しむが、差別や偏見を恐れて口を閉ざした。大多数が被爆者手

帳を取得しなかったため、“埋もれた被爆者”となっていく。やがてガンなどを発症するが、

原爆症認定の壁も厚かった。爆心地での救護活動の実態と、故郷で暮らす元兵士たちの苦難

の戦後を描く。（２０１７年 TV 放送、ドキュメンタリー、９８分） 

日時：８月１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 

 

ＧＬＯＢＡＬ ＰＥＡＣＥ ＣＯＮＣＥＲＴ 2018 in SENDAI 

ふだんの暮らしの中で、わたしたちは「平和」ということをどれほど身近に感じているで

しょうか。世界の平和はもちろんのこと、もっと身近なコミュニテイ、そして、自分自身の

内面の平和。 

 このコンサートは音楽家の全国組織「日本音楽家ユニオン」東北地方本部に所属する音楽

家が中心となり、奏者と聴衆の平和と音楽を愛する心を一つにしたいという思いで開催され

ています。このコンサートの収益は東日本大震災の被災地小学校での訪問演奏「スマイルプ

ロジェクト」の運営に役立てられます。 

日時：８月１２日(日) １４：００～(１３：３０開場) 

会場：日立システムズホール仙台 交流ホール 

入場料：(全席自由前売り)  一般２,０００円 高校生以下１,０００円 

    当日５００円増 
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チケット取り扱い：カワイミュージックショップ仙台店、サンリツ仙台本店、ヤマハミュー

ジックリテイリング仙台店 

主催：グローバルピースコンサート実行委員会、日本音楽家ユニオン東北地方本部 

後援：日本音楽家ユニオン全国本部、宮城マスコミ文化共闘会議 

問合せ：090-7076-1347 

 

「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。 

 

【九条の会等の活動報告】 

◆宮城民医連は 47,000筆の目標に対して 23,477筆とほぼ 50％となりました（６/14）。 

県連憲法闘争本部会議は６月１４日に「改憲発議を断念させるまで 3000万をめざして６

月以降もとりくみを強めよう」とのアピールを出しました。その中で２つの行動提起がされ

（１）県連として運動の節目を９月末とし、引き続き 3000万人署名を広げ９月末までに県

連目標 47,000筆を達成しよう。（２）８月３０日を第２回の県連統一行動デーとし、各事

業所と共同組織が協力して計画を立て、地域訪問行動等を具体化しよう。と呼びかけていま

す。（坂院内ニュース 16号より） 


