
○ＣＡＮめぐろ定例会（毎月第１月曜日開催午後７時） 

場所：五本木住区センター会議室 

主催：ＣＡＮめぐろ（チェックアクションネットワーク：地域の課題や福祉、環境問題などの情報をもちより、

検証して、目黒区政に対しても、もの言うグループの活動です。）連絡先：中村 03-3713-3172 

○めぐろピースウォーク 

毎週木曜日 １２時１５分集合 雨天でも決行します。（８月１ヶ月は夏休み休止・祭日・年末年始は休止) 

集合場所：中目黒舟入場公園(正覚寺前)～伊勢脇ウラ公園１．５km 

主催：ピースウォーク実行委員会 連絡先：青木 清(原水爆禁止目黒協議会） 

○目黒女性学習グループ連絡会・定例会（毎月第１金曜日開催） 

場所：中目黒男女平等・共同参画センター（中目黒スクエア内） 

主催：目黒女性学習グループ連絡会 連絡先：鈴木恭子（代表）03-3422-2140 

○第 8 回特別展「女性国際戦犯法廷から 10 年～女たちの声が世界を変える」 

http://www.wam-peace.org/jp/ 

 【【【【展示期間展示期間展示期間展示期間】】】】2010201020102010 年年年年 7777 月月月月 3333 日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～2011201120112011 年年年年 6666 月月月月 26262626 日日日日（（（（日日日日））））    

○―国益と排外に憲法は屈するのかー朝鮮戦争反対！改憲阻止！人民主権 

２０１０ ８．１５労働者・市民のつどい 

 日時：8月 15日（日）正午開場 1時半開会 

 場所：牛込箪笥区民ホール（都営大江戸線牛込神楽坂駅すぐ） 

 基調：森川文人さん（弁護士） 

 主催：戦後 50年を問う 8.15労働者・市民のつどい全国統一実行委員会 ℡ 03-3797-3690 

○８．２８都教委包囲行動；新宿繁華街デモ！都庁第二庁舎前抗議！ 

 10.23通達撤回！「君が代」処分撤回！業績評価・成果主義反対！主幹・主任教諭制反対！ 

 分限免職を許さない！石原都知事は直ちに辞めろ！ 

 日時：8月 28 日（土）＞  

  ・14：00～新宿駅周辺での街頭宣伝と署名活動 

  ・15：00～新宿繁華街デモ（新宿・柏木公園集合） 

  ・16：00～都庁第二庁舎前抗議行動（都庁は休みですがやります） 

 主催：都教委包囲首都圏ネットワーク http://kenken.cscblog.jp/ 

このニュースに情報を掲載するにあたっての原則は、憲法 9条を守り、平和主義にねざした政治と社会をめざす

活動、平和な社会の前提となる様々な社会問題（教育、福祉、環境、雇用）や歴史経済の課題、公正な行政や制

度を求める市民活動などの学習会、講演会、集会など、発行者側の主観をまじえず、寄せられた情報、得られた

情報を一覧形式で紹介することです。この原則に沿って、目黒区内の活動優先、随時、広域、他の地域のイベン

トも掲載。潮流を問わず紹介。ただし、政党活動そのものは市民活動の本旨から、除外させてもらいます。みな

さん、是非、情報をお寄せください。このニュースを介して、少しでも地域のお互いが、様々に行動しているそ

れぞれの情報を共有し、勇気づけあい、各々の輪をひろげ、つながることをめざしています。 
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賛助カンパ一口 500 円（随時） 

お願いします！ 

宣伝・広告掲載を（右例→） 

ご希望の方はお問い合わせください 

目黒平和連絡会のホームページが 

できました！ご覧ください！！ 

http://meguropeaceaction.web.f

.com/index.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

  

沖縄から青年の講師をむかえて開いた第２回「寄り合い」は、４２人（うち若者ー３０代以下２３人）と１匹と大盛況でした。 

 沖縄・辺野古の米軍基地建設阻止の闘いを経て、合同労組「うるまユニオン」を立ち上げた講師は、「おばあの願いは、

普天間基地の県外や国外への移設ではない！安保条約をなくして、基地を撤去すること。それをやるには国鉄闘争とつ

ながって、闘う労働運動を大きくしていくしかない。」と力強く語りました。 

 それを受けて、「カニ工船」が書かれた年に生まれたと語る方や年配の方から、”今までの反戦運動、労働運動の歴史

やその課題”が実感として語られる一方、東京のユニオンの若い書記長や学生からは、「今までのことを踏まえつつ、非

正規労働者がこれだけ多い社会を変えて未来をつくっていくために、講師の言うことに賛同する」「国鉄などの民営化が

あらためて問題だと思った」「沖縄が、この日本、世界を考え行動していく、私の原点です」といった感想が相次ぎました。 

 働くものが、つながって、堂々と声をあげていくことに希望をみて、その希望を皆のものにしたい。 

 ０歳から８０歳までが参加。地域の中学生がまんじりともせず話を聞いていたり、第１回と同様に、カリーをつつきながら

の面白い会になりました。 

２０１０年８月   第１０号 

 目黒ピースアクションニュース 
戦争と差別と貧困のない平和な社会を目指して読者とともに創る情報共有誌 

広く情報、自由に活用！（マスプリ・転載、歓迎） 

（ホームページができました！http://meguropeaceaction.web.fc2.com/index.html） 

隔月（前月２０日）発行：掲載希望情報の締切は前月 10 日まで 

ご連絡・投稿は ﾒｰﾙ：meguro_peace_action@yahoo.co.jp ﾌｧｯｸｽ：０３－６６６２－８２０５ 

企画・編集・発行：目黒平和活動連絡会（目黒区社会教育登録団体） 



 

 

 

 

 

  

 

○目黒区平和記念事業

http://www.city.meguro.tokyo.jp/gyosei/keikaku/torikumi/heiwa/jigyo/index.html 

事業名事業名事業名事業名    日時日時日時日時    開催場所開催場所開催場所開催場所    事業内容事業内容事業内容事業内容    

平和のための

写真・資料展 

平成 22年 8月 3日（火曜日）

から 8月 16日（月曜日）まで 

目黒区総合庁舎 1

階休憩コーナー及

び西口ロビー 

1．広島長崎被爆写真  

2．石川光陽東京大空襲記録写真  

3．平和の特派員体験報告展   

4．学童疎開の記録写真 等  

平和の石のつ

どい 

平成 22年 8月 6日（金曜日） 

午前 8時 10分から  

中目黒しぜんとな

かよし公園（総合

庁舎前） 

1．黙とう  

2．献花・千羽鶴献納  

3．あいさつ  

平和祈念のつ

どい 

平成 22年 8月 6日（金曜日） 

第 1部 午前 9時 30分から  

第 2部 午前 10時分から  

第 3部 午前 11時分から  

区民センターホー

ル 

第 1部 ：平和都市宣言文朗読など  

第 2部  

1．平和祈念標語入賞者表彰  

2．前年度平和の特派員体験報告  

第 3部  平和をうたおう 2団体  

平和の鐘の打

鐘 

平成 22年 8月 6日（金曜日） 

午後 0時から  

区民センター公園

内鐘楼 

千羽鶴献納、平和の鐘の打鐘  

地区巡回写真

展 

平成 22年 7月 30日（金曜日）

から 8月 31日（火曜日）まで 

八雲住区センター  

碑文谷体育館  

東山社教館  

目黒本町社教館  

1．広島長崎被爆写真展示  

2．学童疎開記録写真展示  

3．狩野光男作画東京大空襲パネル展

示  

 

２ 

目黒区平和都市宣言（1985 年 5 月 3 日目黒区告示第８５号） 

かつて人びとは、戦火に包まれ悲しい歴史の一ページをつくった。時は移り、今、平和の尊さをしみじみと思う。 

青い空、緑の木々。街には明るいあいさつがかわされ、人びとの顔にはほほえみが浮かぶ。 

この幸せを再び失ってはならない。私たちは、地球のすべての人びととともに永遠の平和を築くよう努力する。 

この誓いをこめて、目黒区は平和憲法を擁護し、核兵器のない平和都市であることを宣言する。 



２０１０年７月 

○緊急企画学習会：稲嶺市長を先頭に新基地建設を許さない闘いを続ける名護市政の現状 

日時：7 月 23 日（金）18：30～ 

場所：中野区立商工会館 3 階大会議室 中野区新井 1－9－1 

講師：仲村善幸さん（ヘリ基地反対協事務局長、名護市議会議員） 

主催：沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック ℡090-3910-4140 参加費：500 円 

○宮下公園野外上映会 vol.7 沖島勲監督『怒る西行』（東京・渋谷） 

日時：7 月 23 日（金）日没より（19 時 30 分頃から）  ※雨天の場合は順延になります。  

場所：宮下公園原宿側（渋谷駅から、原宿方面に徒歩２分の線路ぎわ） 

問い合わせ先： A.I.R Miyashita Park  ブログ：http://airmiyashitapark.info/wordpress/ 

○レイバー映画祭 2010～映画から世界が見える！（東京・田町） 

上映作品は、資本主義の本質に迫るマイケル・ムーア監督最新作「キャピタリズム～マネーは踊る」、衣料

工場の苛酷な現実を描いた「バングラデシュの衣料工場で働く若い女工たち」、韓国・双龍自動車のストライ

キ内部に迫った「あなた と私の戦争」、日本で初めて女性医療職場で労組を作り、現在 86歳でもバリバリ現

役・全身活動家の益永スミコさんを追った「死んどるヒマはない」、レイバーネット日本が運営するユニオン

チューブからの最新セレクションなど、激烈ドキュメンタリー映画がてんこ盛り！  

日時：7 月 24 日（土） 10：00～17：10（開場 9：40） 

    場所：東京・田町交通ビル 6 階ホール（JR 田町駅「芝浦口」徒歩 3 分／港区芝浦 3－2－22） 

 参加費（通し券）： 一般当日 1800 円 前売・予約 1500 円障がい者・シニア・学生・失業者は各 200 円引き 

 メール予約ページ：http://vpress.la.coocan.jp/yoyaku-labor10.html 

 主催：レイバーネット日本 TEL 03－3530－8588 FAX 03－3530－8578 ブログ http://unionyes.exblog.jp/ 

   ○第 50 回 VIDEO ACT! 上映会「国鉄分割民営化で失われたもの」 

JR 不採用 1047 名解雇問題は、23年の攻防をへて 2010 年 6月末に和解調印になる。リストラの原点といわ

れる国鉄分割民営化によって、失われたものとは何だったのか。2005 年 4月の JR 福知山線脱線事故直後、Ｊ

Ｒ東日本千葉支社管内を取材した「レールは警告する」、ＪＲ東日本の中で、ただ一人国労バッジを胸につけ、

処分とたたかう職員を取材した「国労バッジは はずせない！ 辻井義春の闘い（新版）」。 

日時：7 月 27 日(火） 19 時より 

上映会場：東京ボランティア・市民活動センター（03-3235-1171）東京・飯田橋セントラルプラザ 10 階 

参加費：500 円（介助者は無料）問合せ：ビデオアクト上映プロジェクト（050-3744-9745） 

○五本木九条の会＜憲法を学ぶ＞第第第第４７４７４７４７回回回回講演会（毎月第 4 水曜開催） 

～四つの「君が代」～お話し：岸田静江（東京小中「君が代」裁判被告 日本聖公会清瀬聖母教会信徒） 

 ２００８年に改定され、２０１１年全面実施の小学校学習指導要領音楽科には、『国歌「君が代」は、いずれ

の学年においても歌えるように指導すること』と明記されている。手元に残る１２枚の職務命令書と５枚の懲

戒処分書が意味するもの。「君が代」の歴史と変遷をたどっていく授業を再現するなかで、改めて考えたい。    

日時日時日時日時：：：：７７７７月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（水水水水））））午後午後午後午後 6666 時半時半時半時半～～～～8888 時半時半時半時半    

会場会場会場会場：：：：    日本聖公会日本聖公会日本聖公会日本聖公会    聖聖聖聖パウロパウロパウロパウロ教会教会教会教会 目黒区五本木 2-20-1 東急東横線 祐天寺駅 徒歩５分 

連絡先：090-8044-8524〔代表：楡原（にれはら）〕 

２０１０年 8 月 

○“9 条でつなごう・めぐろネット”例会（毎月第４木曜午後７時から９時） 

場所：目黒区鷹番住区センター２階会議室 連絡先：鈴木 03-3422-2144 中村 03-3713-3172 

園野外上映会園野外上映会園野外上映会園野外上映会 vol.7    沖島勲監沖島勲監沖島勲監沖島勲監                ３ 


