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E メールニュース「みやぎの九条」    NO．265 

（2017年 12月 28 日発行）           みやぎ憲法九条の会 

 

たいへんお世話になりました。来年もよろしくお願いします。 

3000万人署名九条の会連絡集約は 1605筆 

2017年 12月 27日現在  宮城県内 9条の会連絡会 

 県内で署名活動は急速に広がっています。県内九条の会連絡会は 12月 20日第 1回集約を

行いました。その後到着後九条の会事務局に到着した署名は 928名、署名を集めているとい

う報告は 3000万人署名推進みやぎセンターに参加している団体も含めて 6,380筆となって

います。 

 

１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 

1月 19日は 12時～13時まで、仙台市中央通東二番丁 平和ビル前で行います。 

●石巻市の 19日行動  

日時 1月 19日（火）  15:30～16:30 場所 石巻工業高校前蛇田交差点 

 

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。1月は 16日、23日、30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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1 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 

●宮城野区    坂下交差点 宮城野区呼びかけ人より参加の案内です。 

澤地久枝さん方がスタンディングアピールを再開した２０１６年１１月３日の日本国憲

法公布７０周年の日から、坂下交差点で毎月欠かさず実施し続け１年が過ぎました。 

来年も安倍内閣の九条改憲を許さず、安倍内閣を退陣させるまで全国・県内の皆さんと連帯

して引き続きとりくんでまいります。大変お寒いなかですが、ご参加方をよろしくお願い致

します。 

 日時：２０１８年１月３日(水) 、２月３日(土)１３：００～１３：３０ 

 場所：仙台市宮城野区原町三丁目の坂下交差点 

 行動内容：お一人お一人が「アベ政治を許さない」ポスター等を掲げるサイレントスタン

ディングアピールです。「憲法９条を変えるな」ポスターも掲げます。 

 

【これからの県内イベント情報】 

 1 月 9 日（火）は第 1 回一斉宣伝行動日  

安倍政権にレッドカードを！塩釜地域実行委員会 

安倍改憲阻止のたたかいの新春のスタートです。何として改憲を阻止する意気込みを示そう

ではありませんか。各団体でも、宣伝行動を計画し、多くの方を誘って元気に取り組みまし

ょう。職場・地域のいたるところで声をあげ 

ましょう。現段階での計画は以下の通りです。 

 ☆下馬駅  ７：４５～ 民医連の担当 

 ☆多賀城駅 ７：３０～ 多賀城実行委員会 

 ☆東塩釜駅 ７：３０～ 地方労連・国賠・民商など 
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 ☆利府   開始時刻は未定 スタンディングと市街地宣伝行動 

  ☆塩釜・多賀城市街地宣伝行動 10:00~12:00 チラシの全戸配布 マイク宣伝 

      南町会館集合とします。参加できる方は奮ってご参加ください。 

主催：安倍政権にレッドカードを！塩釜地域実行委員会 

問合せ：塩釜地方労連(022-365-2701) 

   

安倍 9 条改憲 NO！ ３千万署名を集めよう！ 

多賀城・塩釜連絡会総会＆キックオフ集会 

  

日時：２０１８年１月１０日(水) 午後 2 時～ 

会場：多賀城文化センター第 3、第 4 会議室 

講師：小野寺義象弁護士 

 

上映予告  1 月 11 日(木)13：10 から先行上映 

「米軍が最も恐れた男 その名は、カメジロー」 

 占領下の沖縄で米軍の圧政と闘った男の生き様を、貴重な映像で描くドキュメンタリー映

画「一握りの砂も、一坪の土地もアメリカのものではない」沖縄返還 45年、日本国憲法施

行 70年、瀬長亀次郎生誕 110年、なぜ沖縄の人々は声を上げ続けるのか。その原点はカメ

ジローにあった。 

上映日：２０１８年２月４日(日)～２月１７日(土)   

上映時間：１１：００～  １３：２０～ (１７日は１１：００のみ) 

会場：桜井薬局セントラルホール TEL：022-263-7867 

     仙台市青葉区中央 2-5-10 桜井薬局ビル３F 

入場料：1100円(前売 1000円) 

主催：「米軍が最も恐れた男 その名は、カメジロー」宮城県上映実行委員会 
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問合せ  090-3349-6849(加藤) 

 

上映案内 

積極的平和国家の作り方「コスタリカの奇跡」 

 1948 年に軍隊を廃止。軍事予算を社会福祉に充て、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。「兵士よりも多くの教師を」というスロー

ガンのもと、国民の幸福度世界一の国家となっています。イラク戦争開戦当時の指導者は参

戦に傾きましたが、これを阻止したのは国民投票で反対した９９％の国民の力でした。１９

８７年には中米の紛争を解決に導いた功績で当時の大統領がノーベル平和賞を受賞。今年 7

月に調印された「核兵器禁止条約」は 20 年前にコスタリカが提案し、今回の議長もコスタ

リカ人でした。 

上映日：２０１８年１月１３日(土) 

上映時間：１０：３０～  １３：００～  １５：３０～  １８：００～(上映時間９

０分) 

会場：せんだいメデイアテーク７Ｆ スタジオシアター 

参加費：一般１３００円(前売り 1000 円)  学生 500 円(前売りとも) 

前売り券販売：メデイアテーク１Ｆ museumshop6 

(電話予約：022-248-2866 春日、090-7936-3437 須藤) 

主催：「テロにも戦争にもＮＯを！」の会 

連絡先：090-7936-3437(須藤) 

 

吉野作造生誕 140 年記念 

「みやぎから始まる日本の民主主義」 

 １から学ぶ！ 吉野作造入門講座 

 

日時：２０１８年１月１４日(日) １４：００～１６：００ 
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会場：大崎市図書館研修室２・３(大崎市古川駅前大通四丁目 2-1  0229-22-0002) 

講師：小嶋 翔(吉野作造記念館 主任研究員) 

参加費：無料 定員：70 人 

申込：電話予約必要(吉野作造記念館 0229-23-7100) 

主催：吉野作造記念館   共催：大崎市図書館 

 

第 2 回語りつぐ平和と希望の音楽会ｉｎ名取 

日時：２０１８年１月２１日(日)１３：３０(開場１３：００) 

会場：名取市文化会館中ホール 

入場券：500 円(前売りのみ) 

演奏曲：小林康浩作品集「おばあちゃんから孫たちへ～平和三部作」より 

   「わせねでや」「HEIWA の鐘」「夢と希望の絆(わ)」(宮城農業高校生による創作曲) 

ゲスト出演：閖上太鼓保存会のみなさん(開幕演奏)、尚絅学院生涯学習センター歌声サーク

ルのみなさん、塩釜高校合唱部のみなさん、宮城農業高校合唱部のみなさん 

主催：「語りつぐ平和と希望の音楽会」実行委員会・宮城のうたごえ協議会 

問合せ：宮城のうたごえ協議会 岡村朋子(実行委委長) 070-6616-8277 

 

3000万人署名推進学習講演会 

安倍 9条改憲 NO！全国アクション共同代表高田健さん来仙 

 

日時：２０１８年１月２８日(日)１３：００(開場１２：３０) 

会場：弁護士会館 ４F 会議室 

入場：無料 どなたでも参加できます。 

講師：高田健さん 

主催：3000 万署名推進センターみやぎ、宮城県内九条の会連絡会、みやぎ憲法九条の会 
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問合せ：080-8206-3511(3000 万署名推進センターみやぎ) 

 

戦争を語り継ぐ上映会（１月） 

「原爆の子」～教え子の消息をたずねて分ったことは～ 

戦後、瀬戸内海の小島で小学校の教師をしていた石川孝子は、原爆被災の頃に勤務してい

た幼稚園の園児たちの近況について消息を確認したいと思い、小学校の夏休みを利用して、

久しぶりに故郷広島を訪れる。 

そして、園児たちの今を知るべく、彼らを訪ね歩くのだが…。 

原作：長田 新編「原爆の子」、監督・脚本：新藤兼人。１９５２年製作。 

出演：乙羽信子、清水将夫、細川ちか子、滝沢修、宇野重吉、奈良岡朋子ほか。 

日時：１月２４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 

問合せ先：泉病院友の会 ３７８－３８８３ 

  

第 44回信教・思想・報道の自由を守る宮城県民集会 

１９６７年、時の佐藤栄作内閣がかつての「紀元節」と「建国記念の日」として復活させ、

今日に到っています。この国に天皇中心主義を復活させ、信教・思想・報道の自由を著しく

損ねる恐れのあるこのような動きに多くの多くの人達が反対を表明してきました。 

ここ宮城でも 1975 年より毎年この日に、信教・思想・報道の自由を求める集会を開いてい

ます。憲法の会編が現実味を帯び、天皇の代替わりが近づいている今、共に課題を考えたく

思います。 

日時  ２０１８年２月１１日（日）１４:００（会場１３:３０） 

会場  仙台国際センター大ホール 

講演  青井未帆さん(憲法学者・学習院大学大学院教授) 
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入場無料 

 講演会後デモ行進を行います。託児所を設けます。当日受付にお申し出ください。 

主催  靖国神社国家管理反対宮城県連絡会 

 

平成 29 年度後期吉野作造基礎講座(全 4 回) 

「吉野作造の文章を読んでみよう」受講者募集 

日時   第 1回 12月 3日（日）、第 2回 1月 7日（日）、第 3回 2月 4日（日）、 

第 4回 3月 4日（日） 

時間   いずれも 14:00～15:30                  

会場   吉野作造記念館講座室 

講師   氏家仁さん(吉野作造記念館館長) 

テキスト 「新女界」、「婦人公論」などの読みやすいものを中心にします。「普通選挙の

話」、「総選挙の道徳的意義」、「議会の言論」など予定 

受講料  無料    

定員   30名(定員となり次第締め切り) 

申込   電話予約必要 0229-23-7100(吉野作造記念館) 

     宮城県大崎市古川福沼 1-2-3 
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【九条の会等の活動報告】 

2017年度最後の１９行動 

22人参加、600枚のチラシ配布、署名 102人 

宮城県内九条の会連絡会、野党共闘で安保法制

の廃止を求めるオールみやぎ会、戦争政策廃止の

会が主催する今年度最後の 19日行動が仙台市中

央通東二番丁平和ビル前で行われました。粉雪の

舞う寒い天候でしたが各会より 28人のメンバー

が参加、元気にリレートーク、署名集め、チラシ

配布を行いました。集まった署名は 102名、チラ

シを 600枚配布しました。 

 

 

 

 

 

 

 

「安倍改憲を許すな！」の声をあげて、奮闘しました。 

安倍政権にレッドカードを！塩釜地域実行委員会 

１２月１９日の安倍改憲許すなの宣伝行動は、次のように取り組まれました。 

 ☆下馬駅では、７時４５分から３０分の取り組みを行いました。参加者は２０名にもなり、

あっという間に用意したチラシが配布されました。 

 ☆国賠同盟塩釜支部は、１０時から１２時までの

２時間の市街地宣伝行動を行いました。３名の参加

でしたが、かわるがわるマイクを持って、安倍改憲

NO！３０００万署名の協力を訴えました。時折、ド

ライバーからの激励クラクションがありました。 
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 １２月２５日の安倍政権の社会保障切り捨て反

対・安倍改憲 NO！の宣伝行動は、下馬駅で取り組ま

れ、１５名が参加しました。用意した２００枚のチ

ラシは、開始わずか１５分でなくなりました。安倍

改憲についての関心が高まってきたのではないか

と思われました。 

この日１０時から予定していた市街地での宣伝

行動は、暴風のために残念ながら中止にしました。 

(許すな安倍政治！塩釜地域ニュースより) 

 

 


