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E メールニュース「みやぎの九条」    NO．279 

（2018年 8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 29,853筆 

2018年 7月 25日現在  宮城県内 9条の会連絡会 

 前回報告(7月 13日現在)の 29,740筆より 113筆増加して 29,853筆になりました。なお、

九条の会以外の団体では 157,185筆の到達であり、合計で 187,038筆になっています。全国

市民アクションでは第 4次集約の締め切りを 9月 30日までとしています。3000万めざして

がんばりましょう。 

 

８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 

8月 19日(日) おやすみします。 

●石巻市の 19日行動  

8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 

 8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。8月 7日、14日はお休みし、21日、28日いたします。 

9月は 4日、11日、18日、25日です。 
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場所 仙台市中央通東二番丁 平和ビル前。 

 

8 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】 

 

前川喜平教育を語る～自分で学ぶ力とは 

 文部科学省の任務は極めて重要です。私が考える文部科学省の任務とは、教育・文化・ス

ポーツ・科学技術・学術の振興を通じて、誰もが明るく楽しくしあわせに人生を全うできる

社会をつくること、未知なるものに挑戦し、玄海を克服し輝く未来へと前進すること、さら

には自由で平等で平和で民主的で文化的な国をつくり、世界の平和と人類の福祉に貢献する

ことです。(前川氏文部科学事務次官退任時、文科省全職員に送ったメールより) 

 

日時：８月１日（水）１８：３０～２０：３０(開場 18:00) 

会場：岩沼市民会館中ホール（岩沼市桜一丁目 6番 20号）  

資料代：500円(無料) 

主催：前川喜平岩沼講演会実行委員会(代表：宍戸洋) 

問合せ：090-3983-7939 (植田美枝子) 

〈整理券取扱所〉 

・おしゃれ工房豊川 (0223-22-3528)岩沼駅前 

・軽食喫茶「四方山」(0223-23-5008)葬祭会館「大光殿」向い 
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８・１１沖縄県民大会に連帯する宮城県民集会 

～ 辺野古埋立土砂の投入に反対する ～ 

当日は沖縄県の３０．０００人集会に呼応して東京でも集会が計画されています。 

辺野古新基地は、戦後初めて、日本

が、私たちの税金を使って建設する

る軍港・弾薬庫を備え、耐用年数２

００年の最新鋭の基地です。戦後日

本の平和主義の大きな転換点だと

思います。土砂投入によって基地建

設は後戻りが困難になり、多様な生

物が棲息する大浦湾の自然環境が

失われる危険性があります。 

 

日時：８月１１日（土）１１：００

～ 

会場：元鍛治丁公園 

内容：集会  １１：００～ 

   アピール行進：１１：３０～ 

集会の後デモ後進を行います。 

 

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。 
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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 

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 

 

2018.8.15 ふたたび戦争を繰り返させない集い 

立川談四楼師匠講演会 安倍政治を斬る！ 

それにしても安倍さんはひどいねえ。森友・加計・日報問題を見ていると、政治を完全に

私物化しているね。国会で虚偽答弁をした可能性が高い財務省の役人を国税庁長官にした。

「適材適所」と国会で言っちゃうんだから、あきれるよ。安倍さんは自分の適材適所がどこ

かわかっちゃいないから仕方ないかもね。(談四楼師匠のツイッター) 

時：８月１５日（水）１０：００～１２：００ 

会場：エルパーク仙台セミナーホール 

チケット代：1000 円(当日入場の可) 

＊終了後、アピール平和行進を行います。 

主催：平和・民主・革新の日本をめざす宮城の会(略称 宮城・革新懇) 

連絡先：仙台中央法律事務所気付 TEL022-227-2291 

    (事務室長 高橋正利 080-6010-3022) 

 

憲法 9 条ってなにしゃ Part45・親子映画会 

遠い約束～星になったこどもたち～ 
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７３年前の満州で、戦争が終わってから始まった悲劇があった。夢を抱き満州に渡った開

拓団だったが、戦争で親と死に別れた孤児たちの切なくはかない“命”の物語。 

時：８月１９日（日）１３：３０～１５：３０ 

会場：加茂市民センター ２階研修室 

参加費：無料 

主催：９条を守る加茂の会 

問合せ先：油谷重雄 022-378-5765 

 

第 49 回憲法連続市民講座 

最近の国際情勢からみた憲法改正問題 

今年 4 月 27 日、朝鮮民主主義人民共和国の首脳が初めて韓国の地に足を踏み入れ南北首

脳会談が実現し、6 月 12 日には、初の米朝首脳会談が実現するなど対話によって国際問題

を解決する機運が高まりつつあり、国際情勢は大きく変化しつつあります。このような変化

の中十分な議論を経ずに憲法改正を急がなければいけない理由があるのでしょうか。 

時：８月２５日（土）１４：００～１６：００(１３：３０開場) 

会場：仙台弁護士会館４階大ホール 

講師：孫崎 享さん(東アジア共同体研究所所長、元外務省情報局長) 

入場無料・予約不要 

主催：仙台弁護士会 共催：日本弁護士連合会、東北弁護士会連合会 

問合せ：仙台弁護士会 022-223-1001 

 

仙台地区教職員九条の会講演会 

どうなる？アベ改憲のゆくえ 

現在、改憲の動きはどうなっているのでしょうか？アベ一強のもとで、ずっと改憲のための国民投票

の発議がもくろまれています。この秋の臨時国会で提案の可能性も大きいです。改憲反対が６割を超え

ているので大丈夫と思っている方が多いようですが、実は大きな問題もあるのです。知らないと大変な

ことに・・・。 
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日時：9 月２９日（土）１３：３０～ １５：３０ 

会場：フォレスト仙台４F ４A 会議室 

講師：草場裕之弁護士 

参加費：500 円 

＊どなたでも参加できます。 

主催：仙台地区教職員九条の会 

問合せ：宮教祖中央支部  022-272-5611 

 

宮城県保険医協会女性部第５回市民公開講座 

子どものの本をつくる中で見えてきた３．１１後の福島 

震災をきっかけに福島から広島へ母と避難する少女「まや」の物語「ふくしまからきた子」、「ふくし

まからきた子そつぎょう」を描いた松本春野氏の取材をとおして見つめた震災後の福島の姿についてお

話を頂きます。 

日時：9 月９日（日）１０：００～ １２：３０ 

会場：せんだいメデイアテークスタジオシアター(７F) 

講師：松本春野さん(絵本作家、イラストレーター) 

主催：宮城県保険医協会 女性部 

申込・問合せ：022-265-1667 

 

「中村梧郎写真展」 

中村梧郎さんは写真家、埼玉県ユニセフ協会評議員、「マスコミ九条の会」呼びかけ人。1940 年生まれ。 

 .1970 年から現在に至るまでベトナム戦争における枯葉剤の人体被害を追い続け、ベトナムだけでなく、

アメリカや韓国の帰還兵、その家族も取材しました。2018 年 1 月、ベトナムで枯葉剤被害者を支援する

チャリティマラソンを企画し、高橋尚子さん（マラソン）が協力しました。 

日時：9 月 30 日（日）10 時 ～ 19 時。 

会場：仙台市福祉プラザ１階 プラザホール。 
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内容：①戦争の被害を受けても、力強く生き続ける人々の姿をとらえた作品３０点 

   ②ビデオ上映「中村梧郎～枯葉剤追及４０年」 「オレンジマラソン 2018」 

   ③中村梧郎氏のトーク  2 回 

主催：宮城県ユニセフ協会 

共催（予定）：宮城県生活協同組合連合会、みやぎ生活協同組合  

協賛：みやぎ憲法九条の会 

 

「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】 

７．１９集会 

ウソつき内閣は総辞職せよ！ 

 7月の仙台の１９行動は元鍛冶丁公

園での集会となりました。九条の会会員

や野党共闘で安保法制を廃止するオー

ル宮城の会のメンバー等２００人の市

民が集まり、「安倍改憲ＮＯ！ウソだら

け政治は退陣！！」を訴えて、夕暮れの

一番町をデモ行進、「うそつき、でたら

めもうたくさん」「道理が通る国会に」

等のシュプレヒコールを響かせました。 
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宮城県内九条の会連絡会総会＆記念講演 

9 条改憲ノーで平和を守り、民主主義を取り戻す～小森陽一さん 

 2018年度宮城県内九条の会連絡会総

会が 7月 28日仙台シルバーセンターで

開催され、小森陽一さんの記念講演には

会場いっぱいの 122 人が参加しました。 

小森さんは、沖縄の「辺野古新基地建

設の賛否をを問う県民投票条例の制定

を求める署名が 7万名を越えた」との発

表を受けて、沖縄との連帯を表明するた

めに「かりゆし」を着てきた、「8月 11

日の沖縄連帯の集会を仙台でもぜひ成

功させていただきたい」と冒頭のお話さ

れました。 

今日の沖縄問題も、日本の再軍備問題もその根源は朝鮮戦争にあるとして、「６．１２米

朝首脳会談をどう評価するか」「６．１九条の会アピールで提起した今の局面」「自衛隊を

めぐる法制と世論の変遷」について詳しく解説してくれました。 

日本は朝鮮戦争であたかも局外にいたように喧伝されているが、連合国軍の名の下に派遣

された「米軍」の「出撃基地」であり、「兵站基地」であった。米軍の留守の基地を守るた

めに「警察予備隊」が作られ、それが保安隊、自衛隊と名称も内容も変わって現在にきてい

る。朝鮮戦争の戦争体制下に結ばれたサンフランシスコ条約と吉田首相が米軍基地に連れて

いかれて結ばされた旧安保条約で日本は独立国の形をとりながら、占領時とおなじように国

中に米軍基地を置き、とりわけ沖縄に基地を集中させた。この時一緒に結ばされた日米地位

協定によって米軍には日本の施政権が全くおよばない植民地以下の状況にされてしまった。

サンフランシスコ講和条約はアメリカ、イギリスなどの西側連合国との間のみで結ばれ、第

2次大戦の日本の対戦相手であった中国や植民地であった韓国や北朝鮮、ソ連や東欧諸国は

除いであった。 

その後さまざまな変遷があるが朝鮮戦争は休戦協定のままでまだ終わってない、これを終

わらせることが東アジアの平和にとって最も大事なことだと押さえることだ。6月 12日の

日米首脳会談、その前に韓国・北朝鮮首脳会談、中国等の歓迎などの一連の動きは交渉によ

って終戦に持って行こうとする動きであり、憲法 9条の考え方による国際問題の解決という
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考え方に一致すると考える。しかし、今の安倍政権は圧力一辺倒、軍事力強化、辺野米軍古

基地建設強行、憲法 9条改憲まっしぐらと全く朝鮮戦争終結と反対の方向に突き進んでいる。 

韓国文政権は韓国民衆のキャンドル革命で生まれた政権であるが、この分政権が今回の話

し合いの先鞭をつけている。キャンドル革命で立ちあがった市民の動きは 2015年の安保法

制反対の闘いをした日本の市民の運動は互いに刺激を与えあってこの間成長してきた。市民

の闘いと野党の連携が政治を変えていることに確信をもって、3000万署名を成功させ、安

倍改憲を阻止しようと呼びかけました。 

総会には半数のメンバーが残り、2017年度の活動報告と 2018年度の過活動方針、新役員

体制を全員一致で初認した。宮城県内９条の会連絡会の新しい運営委員長に相原研一さん

(みやぎ憲法九条の会)、副運営委員長に阿部比佐久さん(みやぎ憲法九条の会)が選任された。 


