
２０１０年１１月 

○１１・３憲法集会：沖縄から問う憲法と日米安保 

日時：１１月３日（水・休）開場 13:00 開会 13:30 

場所：韓国ＹＭＣＡ スペースＹホール（ＪＲ水道橋駅東口より徒歩 7分） 

参加費 700 円 学生 500 円 高校生以下無料 

講演：新垣 勉さん（普天間爆音訴訟弁護団長） 

音楽：ベトナムからの贈り物（民族楽器トルンの演奏・ホー・ティー・ランさん） 

発言: 志葉 玲さん（イラク戦争の検証を求めるネットワーク）千葉利江さん（東京大空襲訴訟原告団 

主催：１１・３憲法集会実行委員会 

（「憲法」を愛する女性ネット 憲法を生かす会 憲法を生かす会 東京連絡会 市民憲法調査会 全国 

労働組合連絡協議会 日本消費者連盟ＶＡＷＷ-ＮＥＴジャパン ピースボート ふぇみん婦人民主クラ 

ブ 平和憲法２１世紀の会 平和を実現するキリスト者ネット平和をつくりだす宗教者ネット 許すな! 

憲法改悪・市民連絡会）連絡先：東京都千代田区三崎町２-２１-６-３０１ ℡０３-３２２１-４６６８ 

○「たたかう労働組合の全国ネットワークをつくろう！ 改憲‐戦争と民営化‐労組破壊にたち向

う労働者の国際的団結を！ １１・７全国労働者総決起集会」  

●と き  １１月７日（日） 正午開会  

●ところ  東京・日比谷野外大音楽堂  

呼びかけ人：全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部、全国金属機械労働組合港合同、国鉄千葉動力

車労働組合、国鉄分割・民営化に反対し、１０４７名解雇撤回闘争を支援する全国運動（国鉄闘争全国運動）

【事務局】国鉄千葉動力車労働組合 千葉市中央要町 2-8 ＤＣ会館 

電話 043-222-7207 FAX 043-224-7197 （鉄電）千葉 2935・2939 

○東京９条まつり 

１階大ホールから６階会議室まで全館貸し切りでさまざまなイベントが開催されます。 

日野原重明さん、ジェームズ三木さん、小森陽一さん、高橋哲哉さん、雨宮処凛さんほか多数出演。 

日時：１１月１３日（土）、11 時～20 時（１階大ホールは 20 時まで） 

場所：大田区産業プラザ PIO 

問い合わせ：東京９条まつり実行委員会 TEL03-3239-6716  

  詳しくは「九条の会東京連絡会」ホームページ http://www.9jo-tokyo.jp/link2.html 

 

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（１口 500 円）お願いします♪ 
宣伝・広告掲載をご希望の方はお問い合わせください 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

秋のピースアクション・スケジュール  

★目黒で。。。 
○２０１０年目黒女性学習グループ連絡会 平和と人権 合同研修会 

今年は安保条約 50 年、日韓併合条約百年に当たります。わたしたちの暮らしの中での問題をやさしく普通

の会話で、「平和と人権」を多くの人たちと、語り合いをしませんか。ご参加をお待ちします。 

（無料です。お子様連れの方の保育は各講座の 10 日前までに主催者に連絡してください。） 

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 

共催：目黒区教育委員会  

 実施日 会場 テーマ 講師 

１ 10月23日(土) 

14 時～16 時 

青少年プラザ視聴覚室 

中目黒スクエア内６Ｆ 

「医療と介護の現場から」－これからど

うなる私たちの医療・介護は 

看護師、著述業 

宮子あずささん 

２ 11 月 6 日(土）

14 時～16 時 

中央町社会教育館 

３・４研修室 

「地域社会における子どもの人権」－子

どもを取り巻く文化的環境について 

早稲田大学文学

学術院教授 

増山均さん 

３ 11月28日(日）

14 時～16 時 

田道ふれあい館内  

田道住区センター2.3

会議室 

「漱石と日韓併合百年」－作品『門』に

みる日韓併合 

東京大学大学院

教授  

小森陽一さん 

 

 

 

 

 

２０１０年１０月   第１１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。 



 

○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 

○五本木九条の会＜憲法を学ぶ＞講演会（毎月第 4 水曜開催） 

第４９回：9 月 22 日(水)午後 6：30～8：30 

グラウンドゼロから、九条へ～＜ヒロシマ＞を問う旅から～ 

お話し：天野文子（あまのふみこ）さん（1931 年ヒロシマ生。45年被爆。49 年受洗。78年、82 年の国

連軍縮特別総会(SSD)に日本代表団の宗教 NGO として参加。98 年からピースボートの水先案内人の一人。） 

  ＜講師より＞アジア２千万の戦争犠牲者のみならず、先の世界大戦とこの 65 年間すべての犠牲者の死を悼み、

「過ちを繰り返さないため」に、自分自身のグラウンドゼロを共に考えてみませんか。    

第５０回：10 月 27 日(水)午後 6：30～8：30 

「戦争で沈んだ船と人」 

お話し：上澤祥昭さん（戦没した船と海員の資料館客員研究所、小石川「かたりべ」の会）    

会場会場会場会場（（（（各回各回各回各回））））：：：：    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 

主催：五本木九条の会  お問い合わせ：五本木九条の会 090-8747-2153 まで 

○恒例！ 鷹番小学校体育館 「柿のたね 秋の大バザー」 

 提供品受け付けています。お家で眠っている品や着なくなった衣類など。。。 

 日時：１１月１４日（日） 11:00～14:00 

 場所：鷹番小学校（目黒区中央町一丁目 20 番 26 号） 

 主催：柿のたね ℡03－3794－0367 

○“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 

○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 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） 

 

 

★東京で。。。 
２０１０年１０月 

○モンスター都教委さま、裁判へようこそ！ PartⅡ ～学校に言論の自由を求めて～ 

日時：１０月２日（土） 午後２時～４時半   

お 話：土肥信雄（元都立三鷹高校校長）「争点を大いに語る！」 

解 説：吉峯啓晴（弁護士）「さらにわかりやすく解説！」 

応 援：石坂 啓（漫画家）「都教委はマンガより笑える！」教え子・保護者一同：「応援の力を見せてやる！」 

会 場：四谷区民ホール（東京メトロ・新宿御苑駅２番出口下車徒歩５分）入場料：５００円 

主 催：土肥元校長の裁判を支援する会  連絡先：042－541－3659（羽賀） http://www.dohi-shien.com/html/ 

２ 



○＜第 22 回 教科書を考えるシンポジウム＞ 

教科書はどう変わったか(その 2）～新しい小学校国語・算数の教科書を見る 

日時：１０月２日(土）午後 1 時半～5 時 

場所：豊島区生活産業プラザ 8 階多目的ホール 豊島区東池袋 1-20-15 

内容：国語教科書を検討する 大沢進一さん（児童言語研究会） 算数教科書を検討する 岩村繁夫さん（町

田算数サークル）資料代：800 円 

連絡先 子どもと教科書全国ネット２１ ℡03-3265-7606  

○「戦争の語り部」：本多立太郎さんを想い、語る会 

日時：１０月１１日（水）午後 1 時 15 分開場 午後 1 時 30 分開会～4 時閉会 

場所：大田区立消費者生活センター（ＪＲ及び東急線「蒲田」駅東口徒歩 5 分）℡03-3736-7711 

参加費：1000 円（簡単な飲み物とお菓子 そして本多さんの『トンダモンダ』をプレゼントします）お知ら

せ：会場は飲食や音曲可です。お酒やおつまみの差入れ、歌・演奏など大歓迎です。当日は、昨年の「出前噺」

に一部分のビデオと「中国謝罪の旅」のスライドを上映します。 

主催：本多立太郎さんを想い語る会実行委員会 問い合わせ先 090-7270-2405 中島 

○武力で平和はつくれない／やめさせようアフガン戦争：なくそう普天間基地／つくらせない辺野

古新基地：イラクからの外国軍の撤退／パレスチナに正義と平和を 

日時：１０月１７日（日）集合 13:00 パレード出発 14:30（雨天決行） 

場所：芝公園 23 号地（ＪＲ「浜松町」徒歩 12 分、地下鉄三田線「御成門」徒歩３分、地下鉄大江戸線「赤羽   

橋」徒歩３分）パレードコース（予定）：芝公園 23 号地→米国大使館→麻布三河台公園（解散地点） 

主催：10月「ピースウィーク」2010・東京実行委員会 

○「幕引きの秋 裁判員制度 10.20 集会」 

講演：池田浩士さん（京都精華大学教授／ドイツ文学） 

「ファシズムは市民参加で！～ボランティアから裁判員まで」 

報告：高山俊吉さん（弁護士）「ここまで来た！破綻」ほか 

日時：１０月２０日（水曜日）18 時～20 時 

場所：東京・弁護士会館２階講堂 クレオ 

主催：憲法と人権の日弁連をめざす会 http://www.takayama-law.com/kiji/20101020.pdf  

○VAWW-NET ジャパン・wam 共催 秋の連続セミナー 

女性国際戦犯法廷から 10 年～「法廷」の成果・課題の再確認 

 第 2 回：国際法からみた女性国際戦犯法廷 

 日時：１０月２３日（土）18：30～20：30 会場：B 会場（早稲田大学 22 号館 8 階会議室） 

講師：申惠（シン・ヘボン）青山大学教員 

 第 3回：裁きと和解  

 日時：１１月１３日（土）18：30～20：30 会場：A 会場（wam オープンスペース） 

講師：鵜飼哲（うかい・さとし）一橋大学教員。  

【共催】VAWW-NET ジャパン アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」（wam） 

○学校に自由を！ １０・２３集会～９・２１東京地裁判決 勝訴から４年 

日時：１０月２３日（土） 午後６時１５分～８時半 

講 演：伊藤 真（伊藤塾塾長、弁護士）「憲法と『君が代』処分 ～憲法の存在意義から考える～」 

会 場：星陵会館（地下鉄永田町駅、赤坂見附駅、国会議事堂前駅下車）資料代：５００円 

主 催：１０・２３通達関連裁判訴訟団１６団体 連絡先：090－5327－8318（近藤） 

３ 


