
２０１０年１２月 

○石原都政石原都政石原都政石原都政・・・・石原教育行政石原教育行政石原教育行政石原教育行政にピリオドをにピリオドをにピリオドをにピリオドを！！！！１２１２１２１２・・・・１０１０１０１０集会集会集会集会    

    現場現場現場現場からのからのからのからの告発告発告発告発    保護者保護者保護者保護者・・・・教職員教職員教職員教職員・・・・「「「「日日日日のののの丸丸丸丸・・・・君君君君がががが代代代代」」」」裁判裁判裁判裁判    

 日時：１２１２１２１２月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（金金金金））））    午後午後午後午後６６６６時半時半時半時半～～～～    (6(6(6(6 時開場時開場時開場時開場))))    

    パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション「「「「激変激変激変激変のののの時代時代時代時代！！！！このこのこのこの国国国国のののの未来未来未来未来とととと、、、、東京東京東京東京のののの教育教育教育教育をををを考考考考えるえるえるえる」」」」    

    パネリストパネリストパネリストパネリスト：：：：上原公子上原公子上原公子上原公子（（（（前国立市長前国立市長前国立市長前国立市長））））金子金子金子金子    勝勝勝勝（（（（慶応大学教授慶応大学教授慶応大学教授慶応大学教授））））世取山洋介世取山洋介世取山洋介世取山洋介（（（（新潟大学准教授新潟大学准教授新潟大学准教授新潟大学准教授））））    

                                渡辺渡辺渡辺渡辺    治治治治（（（（一橋大学名誉教授一橋大学名誉教授一橋大学名誉教授一橋大学名誉教授））））    

    会会会会    場場場場：：：：豊島区民豊島区民豊島区民豊島区民センターセンターセンターセンター（（（（池袋駅東口下車徒歩池袋駅東口下車徒歩池袋駅東口下車徒歩池袋駅東口下車徒歩５５５５分分分分））））    賛同金賛同金賛同金賛同金：：：：１１１１口口口口１０００１０００１０００１０００円円円円        

    主主主主    催催催催    「「「「１２１２１２１２月集会月集会月集会月集会」」」」実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会    連絡先連絡先連絡先連絡先：：：：090090090090－－－－6137613761376137－－－－0876087608760876（（（（河合河合河合河合）））） 

○今、声をあげよう。戦争と貧困をなくすためイラク・アメリカの仲間とともに 

―日本政府にイラク戦争検証委員会設置を求めるつどいー 

関東集会：12 月 12 日（日） 14：00～18：30 渋谷区総合文化センター大和田 サクラホール（渋谷区桜丘

２３－２１ 渋谷駅西口から徒歩 5分）チケット【前売り】学生・失業者・障がい者 800 円一般 1000 円【当

日】学生・失業者・障がい者 1000 円一般 1200 円 ＊事前にご連絡頂けたら、前売り扱いにさせて頂きま

す。主催：12/11・12つどい実行委員会 連絡先 090-1426-5811(佐藤) http://blog.livedoor.jp/sanatv_youth/ 

○“いのち”に格差があってはならない。劇映画「いのちの山河―日本の青空Ⅱ」上映会 

 日時：１２月２０日(月) 場所：めぐろパーシモンホール大ホール(都立大学駅下車徒歩７分) 

 開演時間：①午前１０時②午後２時③午後７時 上映時間１２０分 

 チケット：大人１２００円(当日１５００円)、中高生５００円 小学生以下無料 

 主催：目黒「いのちの山河」をみる会 連絡先：目黒医療生協 西小山診療所内 米山 03-5768-1514 

 「いのちの山河」ホームページ http://www.cinema-indies.co.jp/aozora2/index.php 

 「豪雪、貧困、多病」という、全国的にみても、とてつもなく大きな問題を抱えていた

山あいの小さな村・沢内村（現・西和賀町、岩手県）が、全国に先駆けて老人医療費無料化

を開始しました。“生命村長”と呼ばれた当時の深澤村長は「人間を尊重するということは、

人間の生命と健康を尊重することにはじまる」という信念をもって、生存権を規定した憲法

第 25条の精神を盾に、この老人医療無料化のみならず乳児医療無料化にも踏み切り、全国

初の乳児死亡率ゼロをも達成したのです。まさに憲法第 25条を活かし実践したドラマ。 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

失業、非正規雇用・ワーキングプアの増加。老人や精神障害者の切捨て。今、一人ひとりの働きと

命が大切にされていません。そして、人件費など雇用の条件が、とにかく引き下げられようとして

いる医療・介護の最前線。 

そのなかで、「闘わなければ利用者と自らの命、両方が守れない」と、労働組合青年部をつくり、

生き生きと行動する青年たちの話を聞いて、トークしませんか。本格カリー付きです。 

日時：１２月１８日(土) 午後６時開場 ６時半開始  

場所：りんたろう亭（東急目黒線西小山駅徒歩１分）  

参加費：１０００円(カリー付き) 

主催：目黒平和活動連絡会   連絡先：０９０－３４９９－３９９９ 

共催：たみとや、りんたろうＳＨＯＢＯ  

２０１０年１２月   第１２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） 



 

 

 

 

 

  

○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（１１号掲載分の続き） 

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 

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 

４ 12月 5日(日）

14 時～16 時

30分 

男女平等・共同参画セ

ンター 会議室 

中目黒スクエア ９F 

映画「百合祭」上映のあと監督・

脚本家と話し合い 

監督 浜野佐知さん 

脚本家 山崎邦紀さん 

５ 12 月 18 日

(土）14時～16

時 

青少年プラザ 視聴覚

室 

中目黒スクエア ６F 

「どうする どうなる裁判員制

度」 

新都心法律事務所 弁

護士 高山俊吉さん 

６ 1 月 7 日(金）

14時～16時 

男女平等・共同参画セ

ンター 会議室 

中目黒スクエア ９F 

「女性が起業するとき」－働く

女性のぶつかる問題ってー 

（株）アスペクツ代表取

締役 中村水名子さん 

 

２０１０年１１月 

 

○父は帰ってこなかった～７３１部隊被害者遺族の証言～ 

 合唱「悪魔の飽食」と７３１部隊証言集会 

 日時：１１月２３日（火・祝） １８時３０分～ 

 場所：豊島区民センター（JR 池袋東口下車５分）資料代：1,000 円  

主催：７３１部隊被害者遺族を支える会 連絡先：03-5379-2607  

○五本木九条の会＜憲法を学ぶ＞講演会（毎月第 4 水曜開催） 

第５１回：１１月２４日(水)午後 6：30～8：30 

ＤＶＤ上映会「フラッシュ・オブ・ホープ」― 世界航海するヒバクシャたち ― 

２００９年（コスタリカ/日本） 監督：エリカ・バニャレロ ６１分(英語、日本語字幕付き) 

第５２回：１月 26 日(水)午後 6：30～8：30 

「安保と沖縄(仮題)」 お話し：佐藤光雄さん（日本平和委員会代表理事）    

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 

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。 



○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 

○“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 03-3422-2140 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） 

○11・25 女性に対する暴力撤廃国際デー：日本軍「慰安婦」問題の立法解決を求める国際署名 提出行動 

～「慰安婦」問題の立法解決を求める日本・韓国・国際社会の署名を 

被害者・韓国国会議員・日韓の市民が日本政府・国会に提出します！～ 

日時：2010年 11月 25日（木）12:00-15:45＊11:30から衆議院第 1議員会館入口で通行証を配布します 

集会場所：衆議院第１議員会館 大会議室  

行動内容：12:00-15:00 院内集会、署名提出、記者会見 15:15-16:00 国会前スタンディング 

参加者：被害女性：吉元玉さん、李秀山さん、宋神道さん、金福得さん、金福先さん、金京愛さん、林貞子さ

ん 韓国国会議員：李美卿（民主党）、朴宣映（自由先進党）、金映宣（ハンナラ党・予定）の各議員 

 主催【韓国】韓国挺身隊問題対策協議会、挺身隊ハルモニと共にする市民の会（大邱） 

【日本】日本軍「慰安婦」問題の立法解決を求める 120万人署名実行委員会、日本軍「慰安婦」問題解決全国

行動 2010、戦時性暴力連絡協議会 

連絡先：日本軍「慰安婦」問題の立法解決を求める 120 万人署名実行委員会 tel:080-6185-9995 

日本軍「慰安婦」問題解決全国行動 2010 女たちの戦争と平和資料館（wam）気付 tel:03-3202-4633 

○映画「海岸通団地物語～そして、女たちの人生は続く～」上映と杉本暁子監督とのトーク 

日時：１１月２８日（日） 14:00～16:00  

場所：目黒区民センター社会教育館 参加無料  

主催：女の空間 NPO http://www.space-for-women.org/schedule.html#2 

○教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会はいらないはいらないはいらないはいらない！？！？！？！？    教育教育教育教育へのへのへのへの政治介入政治介入政治介入政治介入をををを排排排排してしてしてして、「、「、「、「教育教育教育教育のののの自治自治自治自治」」」」をををを実現実現実現実現するためにするためにするためにするために 

日時日時日時日時：：：：１１１１１１１１月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（日日日日））））    午後午後午後午後６６６６時半時半時半時半～～～～９９９９時時時時    

    映画上映映画上映映画上映映画上映：「：「：「：「世世世世なおしのなおしのなおしのなおしの準公選準公選準公選準公選」」」」    （（（（中野区教育委員準公選中野区教育委員準公選中野区教育委員準公選中野区教育委員準公選のドキュメンタリーのドキュメンタリーのドキュメンタリーのドキュメンタリー映画映画映画映画））））    

    パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション：「『：「『：「『：「『教育教育教育教育のののの自治自治自治自治』』』』をををを実現実現実現実現するためにするためにするためにするために」」」」    

    パネリストパネリストパネリストパネリスト：：：：金金金金    炯炯炯炯    旭旭旭旭（（（（前前前前・・・・韓国子韓国子韓国子韓国子どものどものどものどもの権利権利権利権利モニタリングセンターモニタリングセンターモニタリングセンターモニタリングセンター研究員研究員研究員研究員））））    

                                三上昭彦三上昭彦三上昭彦三上昭彦（（（（明治大学教授明治大学教授明治大学教授明治大学教授））））    

                                安本安本安本安本ゆみゆみゆみゆみ（（（（前杉並区教育委員前杉並区教育委員前杉並区教育委員前杉並区教育委員））））    

    コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター：：：：矢倉久泰矢倉久泰矢倉久泰矢倉久泰（（（（元毎日新聞論説委員元毎日新聞論説委員元毎日新聞論説委員元毎日新聞論説委員・・・・教育教育教育教育ジャーナリストジャーナリストジャーナリストジャーナリスト））））    

    会会会会    場場場場：：：：杉並区立産業商工会館杉並区立産業商工会館杉並区立産業商工会館杉並区立産業商工会館    ３３３３FFFF ホールホールホールホール（（（（JRJRJRJR 阿佐阿佐阿佐阿佐ヶヶヶヶ谷駅南口下車徒歩谷駅南口下車徒歩谷駅南口下車徒歩谷駅南口下車徒歩５５５５分分分分））））        

    主主主主    催催催催：「：「：「：「子子子子どもはおどもはおどもはおどもはお国国国国のためにあるんじゃないのためにあるんじゃないのためにあるんじゃないのためにあるんじゃない！」！」！」！」市民連絡会市民連絡会市民連絡会市民連絡会    

    連絡先連絡先連絡先連絡先：：：：090090090090－－－－9687968796879687－－－－4053405340534053（（（（長谷川長谷川長谷川長谷川）、）、）、）、090090090090－－－－1859185918591859－－－－6666666656565656（（（（東本東本東本東本）））） 

３ 


