
○目黒教育ネットワーク「目黒区教育長との面談」 

日時：12月22日（火） 16：30～ 

集合場所：目黒区役所5 階区議会側廊下のソファ 

主催：目黒教育ネットワーク 連絡先：090-3499-3999 

内容：教育長宛て「日の丸・君が代強制に反対する要望書」提出    

 

○共 謀 罪 法 案共 謀 罪 法 案共 謀 罪 法 案共 謀 罪 法 案 のののの 廃 案廃 案廃 案廃 案 をををを 祝祝祝祝 うううう 弁 護 士弁 護 士弁 護 士弁 護 士 とととと 市 民市 民市 民市 民 のののの 集集集集 いいいい     

 日時日時日時日時：：：：12121212 月月月月 11111111 日日日日（（（（金金金金））））    18181818 時時時時 15151515 分分分分～～～～20202020 時時時時 30303030 分分分分（（（（18181818 時開場時開場時開場時開場））））    

場所場所場所場所：：：：弁護士会館弁護士会館弁護士会館弁護士会館２２２２階階階階    クレオクレオクレオクレオＡＡＡＡ 会場周辺地図（日弁連サイト内） 

交通交通交通交通：：：：地下鉄霞ヶ関駅 下車 3 分（地下１階から直結。B1-b 出口） 

集会内容集会内容集会内容集会内容：：：：議員、弁護士、学者、表現者、労働者、市民等のリレートーク／共謀罪反対の闘いの

紹介〈スライド〉他 賛同賛同賛同賛同費費費費（（（（1111 口口口口 1000100010001000 円円円円    可能可能可能可能なななな方方方方はははは 2222 口以上口以上口以上口以上)))) 

 主催：12.11 共謀罪法案の廃案を祝う弁護士と市民の集い実行委員会 

呼びかけ人：足立昌勝氏（関東学院大教授）海渡雄一氏（弁護士）山下幸夫氏（弁護士）日隅一雄氏（弁護士） 

 

○東京の教育は変わるか、どう変えるか１２．１３集会―都議会議員と語る教育の現実と未来   

 日時日時日時日時：：：：12121212 月月月月 13131313 日日日日（（（（日日日日））））    13131313：：：：20202020～～～～16161616：：：：30303030    

場所場所場所場所：：：：池袋池袋池袋池袋・・・・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4444 階会議室階会議室階会議室階会議室        資料代資料代資料代資料代 500500500500 円円円円    

内容内容内容内容：：：：    

＜＜＜＜1111部部部部＞＞＞＞    現状現状現状現状をををを知知知知ろうろうろうろう、、、、取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを交流交流交流交流しようーしようーしようーしようー分科会分科会分科会分科会によるディスカッションによるディスカッションによるディスカッションによるディスカッション    

①①①① 都教委都教委都教委都教委「「「「教育改革教育改革教育改革教育改革」」」」総決算総決算総決算総決算    

②②②② 教育教育教育教育のののの貧困貧困貧困貧困のののの打開打開打開打開をめざしてをめざしてをめざしてをめざして    

③③③③ 教育教育教育教育のののの自由自由自由自由をををを求求求求めてめてめてめて    

＜2部＞ 都議会各派議員都議会各派議員都議会各派議員都議会各派議員とのディスカッションとのディスカッションとのディスカッションとのディスカッション 

馬場裕子氏（都議会民主党）大山とも子氏（日本共産党都議会議員団）西崎光子氏（都議会生活者ネットワ

ーク・みらい）代理 政務調査 渥美昌純氏（自治市民‘９３）司会：岡本厚氏（岩波「世界」編集長） 

主催：１２.１３集会実行委員会 問合せ先：坪根 080-5376-5710 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 ｢｢｢｢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 撤去撤去撤去撤去をををを

国国国国にににに求求求求めるめるめるめる陳情陳情陳情陳情」」」」にににに賛同賛同賛同賛同するするするする署名署名署名署名７７７７，，，，１２４１２４１２４１２４筆筆筆筆！！！！    

１０１０１０１０月月月月にににに目黒目黒目黒目黒それからそれからそれからそれから全国全国全国全国からからからから集集集集まったまったまったまった署名署名署名署名はははは、、、、１１１１１１１１月月月月６６６６日日日日にににに「「「「プルトニウムプルトニウムプルトニウムプルトニウム撤去撤去撤去撤去をををを求求求求めるめるめるめる実実実実

行委員会行委員会行委員会行委員会」」」」代表代表代表代表（（（（小西 清治さん：東京都被爆者団体東友会理事・目黒区被爆者団体萌友会理事、村林 彰さ

ん：医師・目黒区医師会元会長、中村 正子さん：中目黒・防衛研究所新施設の説明をきく会連絡責任者）から

目黒区議会に提出されました。 

１１月２４日（火）の目黒区議会企画総務委員会で協議されます。 

  

 

 

 

 

 

 

２００９年 １２月 第６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１１月 

○「アメリカ帰還兵 IVAW・イラクに誓う」連続上映会 

 目黒上映会目黒上映会目黒上映会目黒上映会■日時 11月 21 日（土）１４：００～ 

会場：目黒中小企業センター（目黒駅徒歩 10 分） 

入場料：大人 （前売）800 円 （当日）1000 円 

65 歳以上/学生/障がい者 500 円■問い合わせ：090-4130-2940（茅根） 

 大田上映会大田上映会大田上映会大田上映会■日時 12月 5 日（土）１８：３０～ 

会場：大田消費者生活センター（蒲田駅東口徒歩 5 分） 

入場料：大人 （前売）800 円 （当日）1000 円、 

65 歳以上/学生/障がい者 500 円■問い合わせ：090-4960-4247（三村） 

主催：イラク平和テレビ局 in Japan http://peacetv.jp/ 

 

○日本・中国・韓国による 

「歴史認識と東アジアの平和」フォーラム 

日時：11月 21 日（土）～23日（月・休） 

場所：明治大学駿河台キャンパス・リバティータワー・1 階ホール 

主題：「東アジア史の可能性と平和をつくる力」 

 【セッションⅠ】「東アジアの国際緊張と平和運動」 

 【セッションⅡ】「歴史教育における東アジア史の可能性」 

 【セッションⅢ】「戦争の記憶と平和に生きる権利」 

参加費（資料代など） 一般 1日 1500 円、2 日 2000 円 学生 1日 500 円、2 日 1000 円 

連絡先 子どもと教科書全国ネット 21 http://www.ne.jp/asahi/kyokasho/net21/top_f.htm 

 

○オバマはアフガンから手を引け！鳩山は「戦争協力」をするな！１１・２３池袋集会＆デモ 

 日時：11月 23 日（月・休日）14:00 集会 16:30 デモ出発 

場所：豊島生活産業プラザ６Ｆ研修室（池袋駅東口徒歩７分 03-5992-7011）資料代 500 円 

講演 「自衛隊と自衛隊員は、今、どうなっているのか」 

三宅勝久さん（ジャーナリスト『自衛隊員が死んでいく“自殺事故”多発地帯からの報告』（花伝社）など） 

提起 「民主党政権の安保・外交政策」池田五律さん（戦争に協力しない！させない！練馬アクション） 

主催：有事立法・治安弾圧を許すな！北部集会実行委員会 連絡先：03－3961－0212（北部労法） 

 

○五本木九条の会＜憲法を学ぶ＞第第第第４１４１４１４１回回回回講演会（毎月第 4 水曜開催） 

  ＤＶＤ上映会「冬の兵士－良心の告発」 

イラクで何が起きているのか？イラク帰還兵の若者の生々しい証言 

 日時：11 月 25 日（水）18：30～20：30 

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 

○出版関連労組交流会議・秋季シンポジウム「新世代へ繋ぐ言葉を求めて」 

 講演 吉岡 忍氏（ノンフィクション作家）「ＭからＫへ 時代が失ってきたもの」  

 日時：11 月 27 日（金） １８：３０～２１：００（１８：１５開場） 

 場所：日本教育会館９階 第５集会室  入場無料  

 千代田区一ツ橋２－６ー２ 03-3230-2831 地下鉄「神保町」駅下車５分） 

 主催：出版関連労組交流会議：東京都新宿区東五軒町３－２８ 双葉社労組気付 TEL03-3268-3656 

 



 

○反戦と抵抗の祭<フェスタ>09―無数の抵抗を発明する 

 ★屋内企画：2009 年 11 月 28 日（土）13時～21 時 

11 月 29 日（日）11時～21 時 サウンドデモ：11月 29 日（日）16 時～四谷ひろばから新宿アルタ前方面へ 

場所：四谷ひろば（元小学校跡地、地下鉄丸の内線 四谷 3丁目駅Ａ2 出口から徒歩 5分 

資料代：500 円（2日間通し） 

主催：「反戦と抵抗の祭〈フェスタ〉09」実行委員会 Web：http://a.sanpal.co.jp/r-festa/ 

ブログ：http://d.hatena.ne.jp/hansentoteikounofesta09/ 

２ 

 

 

 

 

 

  

２ 

  

 

 

 

２００９年１２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 

 

○アフガンにアフガンにアフガンにアフガンに緑緑緑緑のののの大地大地大地大地をををを    伊藤和也君追悼写真展伊藤和也君追悼写真展伊藤和也君追悼写真展伊藤和也君追悼写真展    入場無料入場無料入場無料入場無料    

    日時日時日時日時：：：：12121212 月月月月 10101010 日日日日（（（（木木木木）～）～）～）～16161616 日日日日（（（（水水水水））））11111111：：：：00000000～～～～19191919：：：：00000000（（（（最終日最終日最終日最終日はははは 17171717：：：：00000000 までまでまでまで））））    

    会場会場会場会場：：：：モンベルモンベルモンベルモンベル渋谷渋谷渋谷渋谷ビルビルビルビル５５５５階階階階（（（（渋谷区宇田川町渋谷区宇田川町渋谷区宇田川町渋谷区宇田川町 11111111----５５５５    渋谷駅渋谷駅渋谷駅渋谷駅からからからから徒歩徒歩徒歩徒歩 8888 分分分分））））    

    主催主催主催主催：：：：ペシャワールペシャワールペシャワールペシャワール会会会会    問合問合問合問合せせせせ先先先先：：：：関東連絡会関東連絡会関東連絡会関東連絡会    安藤安藤安藤安藤    ℡℡℡℡03030303----3495349534953495----4048404840484048    

 

誰かを殺して 成り立つ世界 

誰かを支配することで 保たれる社会 

戦争を続けることで 回る経済 

そんな生活はイヤだ！ 兎にも角にも 私達はそう考えます 

しかしそうは言っても 私達は誰もが 

殺し/殺され 使い/使い捨てられ 選別し/排除され ながら生きている 

そんな土つぼの只中で 自分のことだけ棚上げなんて やっぱりできない 

圧政、虐殺、飢餓や疫病 

貧困、収奪、差別に偏見 

表す言葉が違うだけで 

いつでもどこでも戦争は あらゆる日常と地続き 

そんな世界に逃げ場はないから 

息を吸って 吐くことすら 毎日不自由 とても苦しい 

そんな空気の中ですが それでも抵抗してみましょう   

呼吸を止めたら死んじゃうけれど とにかく何か抵抗してみましょう 

戦争システムの真っ只中で 馬鹿馬鹿しいほど抵抗してみましょう 

どんな抵抗ができるのか 頭をひねって 考えましょう 

 

智恵を絞って 「抵抗を発明」しましょう 

反戦と抵抗の試みを ともに謳いましょう 

 


