
○「韓国併合」100 年と教科書問題 

日時：6月 19日（土）午後 1時半開場 2時開演 参加費：800円 

場所：杉並区立産業商工会館 3階ホール（JR阿佐ヶ谷駅南口徒歩 5分） 

第一部<2時～4時 30分＞基調講演ー「観光併合」と教科書問題 講師：姜徳相（カンドクサン）  

漫談「坂の下はどしゃぶりだった」<作・樋口千鶴子＞ 

第二部＜5時 30分～8時 30分＞尹東柱（ユン・ドンジュ）詩の朗読と解説  

若者たちが語る！「日本と韓国 今とこれから」 

主催：「韓国併合」100年と教科書問題を考える実行委員会 連絡先：090-9975-9356（小島） 

○良い支援？ 知的の人たちの自立生活の支援を巡って 

日時：６月２７日（日）14:00～16:00 

講師：岩橋誠治さん（たこの木クラブ代表） 

「たこの木クラブとは、地域で暮らす障がい者の自己選択・自己決定・自己実現を支援する市民団体」 

場所：目黒区民センター社会教育館第 6研修室 最寄り駅ＪＲ目黒駅 資料代 500円 

主催：目黒精神保健を考える会０３－３７１１－３４６１meg-net21-owner@egroups.co.jp 

2010 年 7 月 

○WAM 第８回特別展～女性国際戦犯法廷から 10 年～「女たちの声が世界を変える」 

 開催期間：2010年 7月 3日（土）～2011年 6月 19日（日） 

 場所： 東京都新宿区西早稲田 2-3-18AVACO ビル 2 

電話：03-3202-4633 FAX：03-3202-4634 http://www.wam-peace.org/ 

○いまなお、武力紛争下で性暴力がーWHR 日本建設委員会 連続学習会２０１０ No.１＋パネル展示会 

日時：7月 17日（土） 14時 

場所：Space & cafe ポレポレ坐学習会  

講師：寺中 誠（ｱﾑﾈｽﾃｨｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ日本事務局長） 

展示会「戦争と女性の人権国際展」 

主催：WHR日本建設委員会 Tel&Fax03-6324-5737 

 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

テーマは「奪い合うのか、分け合うのか」野宿者の追い出し、「住」の問題、人を棄てる世の中。 

渋谷区で野宿者支援を続けるニレハラさんのお話を軸に、美味しいカレーをつつきながら、色んな年代のそれぞれの立

場から世を語り合う、という「真面目」なイベント☆ 

＠りんたろう亭にて、２５名が参加、熱いトークも展開されて「面白い」一夜となりました。 

大学生、学校教諭、福祉労働者、フリーライター、自営業者、アーティスト、ミュージシャン、キャバクラ勤務、宗教者、出

版社勤務、年金生活者、フリーター、大手企業勤務、事務労働者、労組専従、幼児、反戦犬、などなど。 

野宿者、ホームレスの方々、どういうふうに考えるのか。 

働けない？仕事を選んでいるんじゃないか？いやいや、実際は「並び」の仕事などで忙しい。 

必死に働いているが、暮らしていけない。 

じゃあ、システムだけが悪いのか？ 

いやいや、野宿者を生み出すこの世の中自体どうにかしないといけないんじゃないか？？ 

ゴールはどこなのか？人が人らしく生きられること。革命？じぶんの頭で考えられるちから。だから、「寄り合い」。 

次回は、沖縄、辺野古？ 

引き続き違う角度＝テーマからシリーズで隔月くらいで企画する予定です☆ 

世の中を面白くしたいひと、まじめに熱く語らいたいひと、個々のテーマに興味を持たれた方、ぜひご参加ください★ 

（スタッフのひとり、「とみしょうや」のブログから転載 http://ameblo.jp/shoko-tomita-mcneil/） 

２０１０年５月   第９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 5 月 

○第 24 回憲法フェスティバル  

日時：5 月 22 日土曜日 開場：午後 1 時 開演：午後 1時 30 分 終演：午後 5時 30 分（予定）  

場所：日本教育会館 一ツ橋ホール  

演奏：崔善愛崔善愛崔善愛崔善愛（（（（ちぇそんえちぇそんえちぇそんえちぇそんえ））））ﾋﾟｱﾆｽﾄ・ﾋﾟｱﾆｽﾄ・ﾋﾟｱﾆｽﾄ・ﾋﾟｱﾆｽﾄ・三宅進三宅進三宅進三宅進（（（（みやけすすむみやけすすむみやけすすむみやけすすむ））））ﾁｪﾘｽﾄﾁｪﾘｽﾄﾁｪﾘｽﾄﾁｪﾘｽﾄ、講演：堤未果堤未果堤未果堤未果（（（（つつみみかつつみみかつつみみかつつみみか））））ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ

「格差と貧困のアメリカから見える日本の将来」、上演：青年劇場群読「見よぼくらの一銭五厘の旗」 

主催：憲法ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会 Tel/Fax03-3261-4566 http://www.kenfes.com/kenfes/ 

参加券：前売り 2,000 円当日 2,500 円 大学生 1,000 円（前売り・当日とも）障害者・付添人各 1,000 円（前

売り・当日とも） 高校生以下 無料  

○第二言論サミット～世界は周辺から変わる・メディアに政権交代を！ 

～ネットメディア・ビラまき・街宣・ブロガー大集合～ 

日時：2010年 5月 23日（日）13；20開場 13：45開演 16：40終  

場所：東京ウイメンズプラザ・ホール 渋谷区神宮前 5-53-67（交通：ＪＲ渋谷 12分 地下鉄表参道 7分） 

参加費：500円（前売券販売中） 

主催：第二言論サミット実行委員会  協賛（社）マスコミ世論研究所・草の実アカデミー 

○出版フリーランス・デモ～フリーランサー達よ、怒れ！叫べ！そして笑え！ 

日時：5月 25日（火）集合 18時 デモ出発 18時 40分 

出発地点：西神田公園（最寄駅：JR水道橋駅、地下鉄神保町駅） 

主催：出版フリーランス・デモ実行委員会  

連絡先：出版フリーランス・デモ事務局 ℡080-4366-3070 e-mail；freedemo.kobayashi@gmail.com 

○９条でつなごう めぐろネット総会 

日時：５月２７日(木)午後７時～９時 

場所：鷹番住区センター１階第１会議室 連絡先：鈴木 03-3422-2144 中村 03-3713-3172 

総会後の学習会：「日本の軍事的現状について」 

講師 杉原浩司さん(「核とミサイル防衛にNO！キャンペーン」メンバー)   

 

○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  

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。 

 



2010 年 6 月 

○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 

○上映会「イラク占領に立ちむかう」～真実を映す民衆のメディア サナテレビ～ 

日時：6月 6日（日）１８：００  

会場：きゅりあん小ホール（JR,東急大井町駅徒歩 3 分）  

入場料：大人前売 800円当日 1000円 ｼﾙﾊﾞｰ・学生・障害者 500円 

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

○ＣＡＮめぐろ総会 

日時：６月７日(月) 午後６時半から 

場所：五本木住区センター 第２・第３会議室  連絡先：中村 03-3713-3172 

総会後 目黒区職員の橋本策也さんから「現場からの問題提起」を話してもらいます。 

○沖縄・高江 連続企画やるど！ 

6月 12日（土）屋内集会・DVD上映場所：早稲田大学構内にて 時間：午後～夕方ころ 

お話し：ヘリパッドいらない！住民の会ほか 

共催：沖縄・一坪反戦地主関東ブロック 090-3910-4140ゆんたく高江 090-1944-4336 

6月 13日（日）ゆんたく高江 LIVE  時間：午後～夜ころ 

場所：代々木 STEP WAY STUDIO B1Fホールスタジオ（代々木駅から徒歩 3分）  

出演：七尾旅人、花＆フェノミナン、寿、RABIRABI、ラキタ、サダ、YOYO 

お話し：ヘリパッドいらない！住民の会 

主催：ゆんたく高江 090-1944-4336  

○国鉄分割・民営化に反対し、１０４７名解雇撤回闘争を支援する新たな全国運動スタート  

「国鉄闘争の火を消すな」６・１３大集会 

日時： ６月１３日（日） １３：００ （正午開場） 

場所場所場所場所：：：：文京文京文京文京シビックホールシビックホールシビックホールシビックホール （丸の内線・南北線後楽園駅から徒歩 1 分、都営三田線春日駅から徒歩 1 分）  

 連絡先：国鉄千葉動力車労働組合（動労千葉）Tel043-222-7207/Fa043-224-7197 

○ふえすた環境 in 目黒２０１０～伝えよう、広げよう、あっ！！そのエコなら私にもできる 

日時：6月 13日（日） 

会場：中目黒小学校、総合庁舎 2階会議室 主催：同実行委員会、目黒区（詳細は区の広報・掲示板参照） 

○大田九条の会５周年記念：ペシャワール会 中村 哲医師講演会 

 ～アフガンに命の水を～復興に武器はいらない～ 

 日時：6 月 15 日（火）午後 6時 30 分開場 6時 50 分開会 

 場所：大田区民ホール アプリコ大ホール（JR京浜東北線蒲田駅東口から徒歩 3 分） 

 参加費：前売券 1000 円、当日券 1200 円、高校生以下無料 

 主催：大田九条の会 Tel03-3736-1141（中川） 

○五本木九条の会＜憲法を学ぶ＞講演会（毎月第 4水曜午後 6 時半から開催） 

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連絡先：090-8044-8524〔代表：楡原（にれはら）〕 


