
2010 年 5 月 

○目黒ピースアクション“寄り合い”：今そこにある戦争―脱市民の行動へ 

 “奪い合うのか、分け合うのか？～アスファルトの上で見えるもの”（仮題） 

お話し：楡原民佳さん（聖公会野宿者支援活動・渋谷、目黒平和活動連絡会） 

日時：５月８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：500 円（軽食付き）  

主催：目黒平和活動連絡会 

連絡先：090-3499-3999 

 

 

○５．１８裁判員制度廃止！全国集会  みんなの拒否で 制度廃止へ！ 

 日時：5月 18 日（火）午後 6時～ 

 場所：日比谷公会堂 

 主催：裁判員制度はいらない！大運動 http://no-saiban-in.org/index.html 

 

○目黒教育ネットワーク：みんなで話そう～学校と教育の未来は～ 

 お話し：堀 和世さん（新聞社・出版局記者 著書：「校長を出せ！－バカ親とクソ 

ガキのワガママが学校を襲う」「親業崩壊―保育園の保母さん、幼稚園の先生 108人の証言」） 

日時：5月 30日（日）午後 2時～ 

 場所：目黒区中央町社会教育会館 地下第三研修室（目黒区中央町２－４－１８ 

 中央町さくらプラザ地下 1階：東横線祐天寺駅・学芸大学駅下車徒歩 12分、東急バス渋 71系統・黒 06系統 

 水道局目黒営業所前下車徒歩 1分） 

 参加費：資料代 500円 

 主催：目黒教育ネットワーク 

 共催：目黒平和活動連絡会 

 連絡先：090-3499-3999 

 

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 

 

学校教育プラン（目黒区）、教育ビジョン（東京都） 

で、子どもたちの学園生活は？？先生たちはますます忙

しくなっていませんか・・・。学校への不安、学びへの

とまどい・・・、色々な悩みを出し合ってみませんか？ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 すぐお隣の「渋谷区役所駐車場シャッター閉鎖で 

野宿者”追い出し”」に１０５人と一匹で抗議     

一転、渋谷区役所は「当分は閉鎖しない」 
すぐ、お隣の渋谷区では、区役所駐車場にシャッターをワザワザ取り付けて、夜間に寝泊まりしていた数十人

の野宿者を追い出し、その一方では、生活保護申請は受け付けない、という、命の綱を断ち切る行為を公然と行

おうとしています。３月１日、「命をつなぐ寝場所を奪うな」と、犬一匹と赤ちゃんも含めて,１０．５人と１匹

が、渋谷区役所に駆けつけて抗議し、「当分はシャッターを閉めない」という約束は取り付けました。 

経緯は次のとおりです。「渋谷区役所地下駐車場には、住まいがなく野宿・路上生活を余儀なくされている方々

が、駐車場の通常業務時間外の夜間のみ、寝泊りしています。そこは、雨や雪がしのげ、いやがらせや暴力など

の危険から身を守ることができ、身体を横にして休むことのできる場所であり、日本国憲法第 25条に保障され

ている生存権には到底及ばない環境ではあるものの、住まいのない方々にとっては、生きていくためになくては

ならない最低限の場所です。 渋谷区議会は、昨年 3 月の定例会において、「夜間等の防犯が今現在ちょっと問題

があると、かねてから御指摘がございました。これにつきまして、ぜひ整備をさせていただきたい」（経理課長

発言。３月 12日総務区民分科会）、その場所へのシャッター設置を承認しました。 シャッターを設置し夜間に

閉鎖すると、人の出入りができなくなるとの担当部署（経理課）の説明を受け、私たちは計画の時点から、経理

課に対して、設置の明確な理由や設置決定に至る経緯などの説明、また、シャッターを閉鎖することによって寝

場所を失う可能性のある方々への具体的な対策を求めてきました。  

しかし、渋谷区は、寝泊りしている方々に対しても私たちに対しても、返答や対策をしないまま、9 月にはシ

ャッター設置工事を開始し、さらに、本年 2月 9日夜、駐車場に寝泊りしている方々のうちの数人に対して「3

月1日に夜間閉鎖を開始する」ことを口頭で告げ、2月15日には駐車場内に同様の内容の張り紙を掲示しました。  

この件に関する渋谷区の一連の対応から、シャッター設置と突然の閉鎖告知は、渋谷区役所駐車場に寝泊りす

る方々の「追い出し」であると考えざるを得ません。」（聖公会野宿者支援活動・渋谷の要望書から抜粋） 

       ＊最後のページに関連情報（目黒ピースアクション“寄り合い”）があります。 

２０１０年 ４月   第８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奇数月の 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 3 月 

○「日の丸・君が代を強制しないでください」目黒区小中高校卒業式・入学式正門前ビラまき 

 主催：目黒教育ネットワーク 連絡先：090-3499-3999 

 

 

○五本木九条の会＜憲法を学ぶ＞第第第第４４４４４４４４回回回回講演会（毎月第 4 水曜開催） 

DVD 上映「アフガニスタンに命の水を・ペシャワール会２６年目の闘い」(語り：菅原文太) 

 現地活動２６年目の本格的ドキュメンタリーDVD（56 分）。２００３年３月から、６年の歳月をかけ全長２４

キロの用水路を拓いた一人の医師と数十人の日本人青年達。そして共に働いた延べ６０万人のアフガン人。戦

乱と干魃のアフガニスタンに３０００ｈａの田畑が甦る。    

日時日時日時日時：：：：3333 月月月月 24242424 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）〕 

 

○「蟹工船」東京芸術座創立５０周年記念公演 

 日時：3 月 26 日（金）～30日（火）14：00、18：30 

 場所：東京芸術劇場中東京芸術劇場中東京芸術劇場中東京芸術劇場中ホールホールホールホール（（（（池袋駅西口池袋駅西口池袋駅西口池袋駅西口））））    

    原作原作原作原作    小林多喜二小林多喜二小林多喜二小林多喜二    脚色脚色脚色脚色    大垣大垣大垣大垣    肇肇肇肇    演出演出演出演出    印南貞人印南貞人印南貞人印南貞人    川池丈司川池丈司川池丈司川池丈司（（（（客員客員客員客員))))《《《《村山知義演出村山知義演出村山知義演出村山知義演出によるによるによるによる》》》》    

    入場料入場料入場料入場料：：：：一般一般一般一般 5000500050005000 円円円円、、、、大学大学大学大学・・・・専門学生専門学生専門学生専門学生 3000300030003000 円円円円、、、、中高生中高生中高生中高生 2500250025002500 円円円円、、、、障害者割引障害者割引障害者割引障害者割引 3000300030003000 円円円円（（（（当日各当日各当日各当日各 500500500500 円増円増円増円増しししし））））    

    問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ：：：：東京芸術座東京芸術座東京芸術座東京芸術座    ℡℡℡℡03030303----3997399739973997----4341434143414341    http://www.tokyogeijutsuza.co.jp/http://www.tokyogeijutsuza.co.jp/http://www.tokyogeijutsuza.co.jp/http://www.tokyogeijutsuza.co.jp/    

 

○政権交代と憲法：民主党政権で憲法９条はどうなる？普天間・安保・改憲の行方 

講師：渡辺治さん（一ツ橋大学教授）日時：3 月 27 日（土）14 時から 16時 

場所：田道ふれあい館 ３F 第２・第３会議室 

会費：500 円 

主催：9 条でつなごう・めぐろネット 協賛：日本婦人有権者同盟目黒支部 

連絡先：鈴木恭子３４２２－２１４４ 中村正子３７１３－３１７２ 

 

○「第 3 誘導路」計画粉砕！ 団結街道廃止許すな！ 現闘本部の破壊を阻止し、市東さんの農

地を守ろう！ 改憲阻止・軍事空港建設粉砕！３３３３・・・・28282828 全国総決起集会全国総決起集会全国総決起集会全国総決起集会 

日時：３月 28日（日）正午  

会場：成田市天神峰 反対同盟員所有地【会場への行き方】成田駅からタクシーで東峰十字路まで約 2500 円。

車は、成田インターから国道 295 号線、日航ホテルの所を左折し小見川県道、花植木センター近く。 

主催／三里塚芝山連合空港反対同盟 

    

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。 

 

 



○○○○第第第第 7回特別展回特別展回特別展回特別展    「「「「証言証言証言証言とととと沈黙沈黙沈黙沈黙 －－－－加害加害加害加害にににに向向向向きききき合合合合うううう元兵士元兵士元兵士元兵士たちたちたちたち－」－」－」－」WAMアクティブミュージアムアクティブミュージアムアクティブミュージアムアクティブミュージアム 

 展示最終日：２０１０年６月２０日（日）まで 

 開館時間：水～日 13:00～18:00 休館日：月・火・祝日 入館料：18歳以上 500 円、18 歳未満 300 円 

 主催：女たちの戦争と平和資料館 http://www.wam-peace.org/jp/ 

 

 

2010 年 4 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）090-6049-8753 

○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 

○新政権の教育政策を問う！ヨーロッパの事例から学ぶ 

 日時：4 月 10 日（土）午後 6時 15 分～9時 

 会場：下北沢タウンホール１１階「らぷらす第３・４研修室」世田谷区北沢２－８－１８ 小田急線・京王井

の頭線下北沢駅南口徒歩５分 資料代７００円 

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ：「フィンランドの教育」福田誠治（都留文科大副学長）、「フランスの教育」池田賢市（中央大

教授）ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：矢倉久康（教育ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ・元毎日新聞論説委員） 

 主催：「子どもはお国のためにあるんじゃない！」市民連絡会 

 連絡先：090-9687-4053（長谷川）090-1859-6656（東本） 

 

○壊憲 NO!  国民投票法の撤廃を求める４.16 集会 

日時：2010 年４月 16 日（金） 午後６時開場 ６時 30 分開会 

会場：豊島公会堂（みらい座いけぶくろ）資料代：500 円 

講演：平和憲法と沖縄――辺野古への新基地建設を許さず、普天間基地の即時返還を！高嶋伸欣（琉球大学名

誉教授）他に、オープニング大合唱、リレートークなど 終了後、デモ行進 

問合せ：４.16 集会実行委員会事務局 電話 03-5802-3809  E-mail : kaiken_no@yahoo.co.jp 

 

○MAGICAL HOUSE 柿のたね恒例～春バザーだよ～ 

日時：4 月 25 日（日）11時～14 時 

場所：鷹番小学校体育館 連絡先：０３－３７９４－０３６７ 

 


