みやぎの九条（No.127）

2012 年 10 月 1 日発行
みやぎ憲法九条の会 E－メールニュース

先週の 29 日はゴールデンデイ。
自民党の安倍総裁の誕生、日本維新の会の結成、野田第三次内閣の誕生、尖閣・竹島問
題、集団的自衛権の解禁方針の大合唱。九条を巡る動きが再び厳しくなって来ました。
その中で、以下のように沢山の企画がありました。
①九条の会全国講演会（13 時~16 時：東京日比谷公会堂）
②「宗教者の和」第 8 回シンポジウムと平和巡礼 in 仙台。宗教者の九条の会の全国大会的
なもの。仙台の元寺小路教会。150 名。
③片平九条の会講演会。講師鹿野文永さん。
④泉パークタウン。福島からの原発問題の報告
⑤みやぎ農協人九条の会世話人会
秋、各九条の会で企画を組み、それぞれ成功させましょう。
また「住民の過半数を九条の会の賛同者に」のスローガンの下、賛同者を増やす運動＝
新たな署名活動も始まりました。

実りある秋にしましょう！
宮城県内の九条を巡る様々な企画
１．「憲法９条を守り生かす宮城のつどい 2012」
日時 10 月 28 日（日）12 時半～15 時
会場 仙台国際センター（12 時半からです。13 時から国際センター前は車は不通です。）
講演 「本質的モラルということ」 大江健三郎さん
音楽 荒川知子とファミリーアンサンブル
※公共交通手段をお使い下さい。仙台駅前バスプール 9 番です。11 時台に 4 本のバスあり。
※育児あります。事前に申し込み下さい。
※要約筆記あります。

２．憲法を守り生かす講演会
『憲法の今とこれから』

主催：白石憲法九条を守る会

講師：庄子捷彦さん（弁護士 石巻９条の会代表 詩人
原発の危険から住民の生命と財産を守る会代表）
日時：11 月 11 日（日）13：00～
会場：みやぎ生協白石店集会室（店舗 2 階奥）
入場：無料
協賛：みやぎ憲法九条の会、仙南９条を守る会
危険なオスプレイはダメ！ 普天間配備はダメ！ これが国民の声です。ところが、
尖閣、竹島問題が急浮上しています。
この情勢を利用して、
「武力対決に備えよ、憲法九条を改正せよ」との大合唱が起き
ようとしています。そして、政府が国民をおさえつけ、国民に犠牲を強いる憲法改正
をねらい、「美しい」国づくりなどと言いはじめています。
憲法の「今とこれから」を心配するみなさん、ご参加ください。
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３．男女共同参画フォーラム
けんぽう寄席『平和って、いいね』

宮城女性九条の会

落語の中に「平和社会」が見える！ 在仙の女性落語家さんと女性漫才師さんを
お迎えして、笑いながら「平和」のあり方を考えてみませんか。
出演：六華亭 遊花（落語）
今野屋なにも・かにも（漫才）
日時：１１月２４日（土） 13：30～
会場：エルパーク仙台 6 階 スタジオホール
お代： 大人 1000 円
高校生以下 500 円
主 催：（公財）せんだい男女共同参画財団
企 画：宮城女性九条の会
連絡先：一戸（022-248-3718） 岡（022-271-8087）
託児：6 ヶ月以上小学校 1 年生まで。
利用料：300 円（子ども 1 人／1 回）
締め切り：11 月 15 日（木）
申し込み先：エル・ソーラ仙台 tel 022-268-8044 fax 022-268-8045

４．憲法九条を世界に・太白区のつどい 2012
講演 「世界初の原発震災がもたらしたもの」
講師 伊東達也さん（原発問題住民運動全国連絡センター筆頭代表委員いわき市在住）
★日時 10 月 13 日（土）14：30～16：30
★会場 太白区文化センター 地下展示ホール
★主催 「憲法九条を世界に・太白区のつどい 2012」実行委員会
鈎取地域憲法九条の会 鹿野・長町９条の会 つばさ薬局九条の会 中田九条の会 長町病院九条
の会 長町病院友の会社会保障部（九条の会） 緑ヶ丘九条の会 向山学区九条の会 八木山九条
の会準備会 八本松・郡山九条の会 新日本婦人の会太白区支部 婦人民主クラブ緑ヶ丘支部

５．「あの戦争は何だったのか？」････ 太平洋戦争を考える学習講演会
宮城県内九条の会連絡会主
日時 2012 年 12 月 1 日（土）13 時～16 時
会場 フォレスト仙台第 1・第 2 会議室
講師 大学の研究者と相談中です。
※ 昨年は「日本とアメリカの開戦前夜に状況」を東北大学の安達宏昭先生に詳しく聞きま
した。
※ 今年も、欧州でのナチスドイツとイギリス・フランスなどの第二次世界大戦との関係、な
ぜ日本が戦争に突き進んだのか、などを学びます。
※ 戦争が終わったのはつい 67 年前。再び戦争を許さないためにも、アジア太平洋戦争を
しっかり学びましょう。
※ 戦地で実際に戦争をせざるを得なかった人に、当時の話も聞きます。
歴史の重みを正確に理解しましょう。
正確な歴史認識から今の日本、九条問題を考えましょう。
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九条の会以外の憲法を守る企画
１．「泉懇話会」 2012 年第 4 回例会（通産 67 回）
津波が襲った学校の いま
―― 被災した学校・教職員の願いを聞く ――
多くの学校が甚大な津波（地震）に襲われて一年半余、復旧･復興にはほど遠い中で宮
城の教職員が奮闘しています。
子どもと教職員が今願うことは何なのかを多くの人が聞き取り、「いま」をっ共有すること
が復興の第一歩になると考えて、この会を計画しました。ぜひご参加ください。
☆講師：渡辺 孝之さん（東松島市立浜市小 教諭）
★日時：2012 年 10 月 8 日（月）13：30～15：45
★会場：黒松市民センター会議室２F
★資料代：500 円
※ 主催「くらしをよくする泉懇話会」連絡先 022-373-0381（菅原）※

２．2012 年 みやぎ生協 仙台平和のつどい 20 年（再々掲）
松元ヒロ 明日への喝力！！！ライブ「笑顔を勇気に」
日時：10 月 9 日（火）10：30～12：00（開場 10：10）
会場：太白区文化センター 楽楽楽ホール
入場：500 円（当日、受付でチケットを購入してください、早めにおいでください）
託児あり（無料ですが、2 歳以上、事前に予約してください）
主催：仙台平和のつどい 20 実行委員会
西多賀店・八木山店・仙台西・緑ヶ丘・こ～ぷ委員会
公演：宮城女性九条の会
問い合わせ先 みやぎ生協生活文化部 022-218-3880

３．2012 子どもの未来をひらく

みやぎ教育のつどい

子どもと教育について、さまざまな立場から語り合う市民のつどい
日時：11 月 3 日（土・祝）～4 日（日）
3 日 9：30～ 開会行事
10：30～ テーマ別分科会（12 分科会）
14：45～ 記念講演「若者はどんな現実を生きているか」
～日本社会の変容の中で～
講師：本田由紀さん（東京大学大学院教授）
4日
9：30～ 教科別分科会・実践講座
16：00～ 閉会行事
会場：フォレスト仙台ほか
参加費：500 円
プレ企画「大阪の教育条例と大津の『いじめ』事件から見えてくるもの」
10 月 20 日（土）13：30～ フォレスト仙台第 7 会議室 講師：中森孜郎さん
主催：2012 子どもの未来をひらく みやぎ教育のつどい実行委員会 022-234-1335
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４．2012 年日本軍『慰安婦』問題を考えるパネル展
日時 2012 年 12 月 11 日(火)正午～16 日(日)16 時まで
会場 エル・パーク仙台展示ギャラリー（５F）
（以上の他に以下の企画があります。）
（第２回） 展示物作成（慰安所マップなど）
11 月 11 日(日)13 時半～16 時半：エル・パーク仙台セミナー室

５．多賀城懇話会 10 周年記念（再掲）
講演と琉球舞踊のつどい
日時：10 月 20 日（土）開会 14：00（開場 13:30）
開場：多賀城市文化センター小ホール
第一部／琉球舞踊
琉舞ゆうなの会
「四ツ竹」「鳩間節」「エイサー」など
第二部／講演「復帰 40 年の沖縄から考える日本の平和への道すじ」
講師 伊波洋一さん（元宜野湾市長）

６．
「井上ひさしさんの故郷に行ってみませんか」（再掲）
山形県川西町…遅筆堂文庫や劇場のある「フレンドリープラザ」で井上さんの作品
や障がいについてお話を伺い、近くのリフレッシュゾーン「まどか」で食事と休息を
します。帰りは高畠ワイナリーに寄ります。
日時：10 月 24 日（水）7:50 集合 8:00 出発
（集合場所：泉病院職員駐車場・賀茂神社西側）
会費：5000 円
定員：25 人（先着順 バス会社のマイクロバス使用）
申し込み先：泉病院友の会 電話 022-378-3883
FAX 022-378-3948
締め切り：10 月 15 日（月）17 時

（憲法審査会の情報）
憲法審査会は現在開催してはおりません。
自民党安倍総裁、三党合意体制下で急速に進むこともあり得ます。
警戒心を高めましょう。

みやぎ憲法九条の会
〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1 丁目 2-45 フォレスト仙台 5 階
電話 022-728-8812
ファックス 022-276-5160
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