
――――    ９９９９・・・・２１２１２１２１東京地裁判決勝訴東京地裁判決勝訴東京地裁判決勝訴東京地裁判決勝訴からからからから３３３３年年年年、、、、１０１０１０１０・・・・２３２３２３２３通達撤回通達撤回通達撤回通達撤回！！！！――――    

「「「「日日日日のののの丸丸丸丸・・・・君君君君がががが代代代代」」」」強制反対強制反対強制反対強制反対・・・・裁判勝利裁判勝利裁判勝利裁判勝利！！！！東京東京東京東京のののの教育教育教育教育をををを変変変変えようえようえようえよう！！！！学校に自由を！10･31 集会 

 日時：１０月３１日（土）  １３時開場 １３時３０分開会 

 場所：社会文化会館三宅坂ホール（６８８名収容）  （地下鉄永田町駅出口３ 国会議事堂前出口 1,２） 

 内容（予定） 

  第第第第１１１１部部部部    

        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        「「「「問問問問いいいい直直直直そうそうそうそう――――――――『ＮＯ『ＮＯ『ＮＯ『ＮＯとととと言言言言えないえないえないえない学校学校学校学校』」』」』」』」 

  ・パネリスト  ◇田原牧(東京新聞記者） ◇デビッド・マクニール（ロンドン･インディペンデント紙記者） 

   ◇世取山洋介（新潟大学准教授） ◇新村響子（弁護士） ◇司会兼コーディネーター：渡辺厚子（北特別支援校） 

  第第第第２２２２部部部部    

        つながろうつながろうつながろうつながろう！！！！広広広広げようげようげようげよう！！！！     

  ・戦争の記憶を呼びさます! スライド上映 

   「海の記憶」（富山妙子画、高橋悠治音楽） 

  ・つながろう！ミニライブ・コンサート 小室等さんと共に 

主催団体（実行委員会構成団体）（予定） 当日資料代：１０００円 

予防訴訟をすすめる会 被処分者の会 被解雇者の会 採用拒否撤回を求める会 採用拒否撤回第２次原告団 教

育の自由裁判をすすめる会 「君が代」不当処分撤回を求める会（東京教組） ３人の先生を支える会（都教組八王子

支部内） 都障教組 都障労組 都高教有志被処分者連絡会 府中「君が代」処分を考える会 声をあげる市民の会 

河原井・根津さんらの「君が代」解雇をさせない会 藤田先生を応援する会 もの言える自由裁判交流会（多くが略称

です）        連絡先 永井(予防訴訟をすすめる会）090-7015-3344  近藤(被処分者の会）090-5327-8318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

４ 

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 

 

カンパ御礼♪    目黒平和活動連絡会 代表 佐久間やす子 

前号 第 4 号をお届けした何人かの方々から、嬉しいカンパをいただきました。 

紙面上ですが、心よりお礼申しあげます。私たちはこのニュースの発行を続けて、

少しでも広げていきたいと思っていますので、編集や印刷、郵送費等の経費に大 

切に使わせていただきたいと思います。      ありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

  

  

 

    

６６６６月月月月９９９９日日日日のののの第第第第１１１１回回回回にひきにひきにひきにひき続続続続きききき、、、、７７７７月月月月１５１５１５１５日日日日にににに開催開催開催開催されたされたされたされた防衛省主催防衛省主催防衛省主催防衛省主催のののの「「「「第第第第２２２２回回回回説明会説明会説明会説明会」」」」はははは参加参加参加参加

者者者者がががが 100100100100 人人人人をををを超超超超ええええ、、、、このこのこのこの問題問題問題問題にににに対対対対するするするする区民区民区民区民のののの関心関心関心関心のののの広広広広がりとがりとがりとがりと、、、、安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心をををを願願願願うううう切実切実切実切実なななな思思思思いをいをいをいを改改改改

めてめてめてめて痛感痛感痛感痛感しましたしましたしましたしました。。。。    

○○○○中目黒防衛技術研究所中目黒防衛技術研究所中目黒防衛技術研究所中目黒防衛技術研究所にあるプルトニウムにあるプルトニウムにあるプルトニウムにあるプルトニウム 239239239239 はははは撤去撤去撤去撤去してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

○○○○研究棟研究棟研究棟研究棟・・・・研究研究研究研究センターのセンターのセンターのセンターの土壌土壌土壌土壌････地質検査地質検査地質検査地質検査のののの結果結果結果結果、、、、基準値基準値基準値基準値をををを大幅大幅大幅大幅にににに上回上回上回上回るるるる！！！！    

○○○○「「「「防護服防護服防護服防護服のののの開発開発開発開発にににに危険物危険物危険物危険物・・・・毒物毒物毒物毒物のののの使用使用使用使用はないはないはないはない」」」」ならならならなら、、、、目黒区目黒区目黒区目黒区とととと安全協定安全協定安全協定安全協定をををを結結結結んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。

○○○○２０２０２０２０億円億円億円億円もかけるもかけるもかけるもかける「「「「国際平和協力国際平和協力国際平和協力国際平和協力センターセンターセンターセンター」」」」のののの建設建設建設建設をををを中止中止中止中止してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

 

「「「「中目黒防衛研究所新施設中目黒防衛研究所新施設中目黒防衛研究所新施設中目黒防衛研究所新施設のののの説明説明説明説明をきくをきくをきくをきく会会会会」」」」ではではではでは、、、、防衛省防衛省防衛省防衛省・・・・目黒区目黒区目黒区目黒区にプルトニウムのにプルトニウムのにプルトニウムのにプルトニウムの撤去撤去撤去撤去とととと国際国際国際国際

平和協力平和協力平和協力平和協力センターのセンターのセンターのセンターの建設中止建設中止建設中止建設中止、、、、安全協定安全協定安全協定安全協定をををを要請要請要請要請ししししましたがましたがましたがましたが、、、、もっともっともっともっと多多多多くのくのくのくの区民区民区民区民のののの声声声声になることがになることがになることがになることが

重要重要重要重要ですですですです。。。。みんなでみんなでみんなでみんなで力力力力をををを合合合合わせてわせてわせてわせて人間人間人間人間とはとはとはとは共存共存共存共存できないできないできないできない猛毒猛毒猛毒猛毒のプルトニウムののプルトニウムののプルトニウムののプルトニウムの撤去撤去撤去撤去とととと２０２０２０２０億円億円億円億円もももも

かけるかけるかけるかける国際平和協力国際平和協力国際平和協力国際平和協力センターのセンターのセンターのセンターの建設中止建設中止建設中止建設中止をををを実現実現実現実現しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。 

 

中目黒防衛研究所新施設の説明をきく会 中村 正子 03-3713-3172 

 

 

 

 

 

 

２００９年１０月   第５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。 



  

２００９年９月 

 

○自衛隊という密室―いじめと暴力、腐敗の現場から 

五本木九条の会＜憲法を学ぶ＞第第第第 39393939 回回回回講演会 

講師： 三宅勝久(みやけかつひさ)  http://blogs.yahoo.co.jp/jieijieitaitai    

 日時： 2009 年 ９月３０日（水）午後６：３０～８：３０    

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

 

２００９年１０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 

○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 

○１０．２裁判員制度はやっぱりいらない！全国集会 

日時：10月 2日（金） 午後 6時開場 6 時半開会 

会場：四谷区民ホール 新宿区内藤町 87 番地 

主催：裁判員制度はいらない！大運動     参加費無料 

○李政美李政美李政美李政美（（（（いいいい    ぢょんみぢょんみぢょんみぢょんみ/Lee Jeongmi/Lee Jeongmi/Lee Jeongmi/Lee Jeongmi）））） 

 コンサート in 大田 

 日時：１０月２日（金）18:30 開場 19:00 開演 

 会場：大田区民プラザ・小ホール 

    東急多摩川線・下丸子下車 1 分 

 チケット 前売：一般 3,000 円 学生 2,500 円 

 連絡先：全国連絡会 ℡03-3752-6233 FAX03-5736-0755 

○ガチャバンともに生きる会主催 

秋のミニコンサート バンド演奏：キテレツ箱 from 武蔵野 マジックショー：篠山利生 

 日時：10月 3日（土）13:30 開場 14:00 開演 入場無料 

 場所：下馬都営アパート第３集会所(世田谷区下馬 2-33) 

 連絡先：ガチャバンの家 ℡/FAX03-3413-3647  

２ 

 



○ NO NUKES FESTA2009～放射能を出さないエネルギーへ 

日時：10月３日（土） 開会 11:00 パレード出発：15:30 

場所：明治公園（JR 千駄ヶ谷駅下車５分／銀座線外苑前下車５分 

主催：10.3 NO NUKES FESTA2009 全国実行委員会 

（TEL&FAX 03-3256-1695）http://www.nonukesfesta2009.com/ 

 

○＜共謀罪反対闘争勝利＞報告集会  

日時：１０月１０日(土） 18:00～21:00 

会場：東京しごとセンター講堂（地下） 

      JR 飯田橋駅から徒歩１０分    

主催：破防法・組対法に反対する共同行動 

連絡先：救援連絡センター TEL 03-3591-1301 FAX 03-3591-3583 

○恒例！ 鷹番小学校体育館 「柿のたね 秋バザー」 

 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：10 月 12 日（祝・月） 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 

 

○第１９回教科書を考えるシンポジウム：学習指導要領が変わる 教科書はどうなる？〈第４弾〉 

  日時：１０月１７日（土） 午後１時半～５時 

  会場：豊島区生活産業プラザ ８階多目的ホール 

      （池袋駅東口２９番出口下車徒歩７分） 

  内容：新学習指導要領「解説」の検討 

   大貫耕一（学校体育研究同志会） 「体 育」 

   中澤美智代（家庭科教育研究者連盟） 「家庭科」 

  資料代：８００円 

  呼びかけ人：小森陽一／滝川洋二／鶴田敦子／波本勝年／山田朗 

           子どもと教科書全国ネット 21 

  連絡先：03－3265－7606（子どもと教科書全国ネット 21） 

 

○２００９ 平和のための証言集会 

日時：10月 22 日（木） 5：30 開場 6：00 開会 

会場：目黒区中小企業センターホール 

参加費：資料代 1000 円 

主催：平和のための証言集会実行委員会（代表・西川重則） 

連絡先：目黒本町３－１５－１６谷川方 ℡/Fax03-3712-5202  

内容 

・混成合唱組曲「悪魔の飽食」演奏 「悪魔の飽食」合唱団 

・ぺストで崩壊した私の家族  徐万智（被害者 68 歳） 

・常徳細菌戦の戦略 陳致遠（細菌戦罪行研究所・湖南文理学院教授） 

・７３１部隊と細菌戦 松村高夫（慶応大学名誉教授） 

３ 

 

★７３１部隊による細菌戦の被害者証言

を聞きます。 

★合唱組曲「悪魔の飽食」の演奏を聴

き、犠牲者を悼みます。 

★松村高夫氏（慶応大学教授）の講演

を聞きます。 

★日本政府に戦争責任をとるよう求め

ます。 


