
 

 

 

 

    

～～～～平和憲法平和憲法平和憲法平和憲法・・・・９９９９条条条条をまもるをまもるをまもるをまもる岩手岩手岩手岩手のののの会会会会    １０１０１０１０周年周年周年周年    学習学習学習学習・・・・活動交流会活動交流会活動交流会活動交流会～～～～    

 

日時 １月 31 日（土）１０：３０～１２：３０ 

※13：10～は活動交流（分散会） 

15：10～アピール行進 

会場 プラザおでってホール 

             （盛岡市中ノ橋通 1-1-10、地図は裏面） 

学習講演 「戦争する国にさせないために 

～積極的平和主義で平和はつくれるのか～」(仮) 

講師    九条の会事務局員 小沢隆一さん 

        （東京慈恵会医科大学教授 憲法学） 

 

昨年末、突然の衆議院解散・総選挙が行われ、第三次安倍内閣が発足し、

戦争する国づくりにむけた動きが加速しています。特定秘密保護法は国民

への説明が不十分で問題を多く抱えたまま施行され、集団的自衛権行使に

ついては選挙で「理解を得た」とし、必要な法整備を進め、平和憲法を変

えようとしています。 

平和憲法・９条をまもる岩手の会は 2014 年 12 月で 10 周年を迎えました。全国の多くの仲間と

ともに「９条守れ、改悪反対」の世論を広げ、世論調査でも半数以上が９条を変えることに反対

しています。私たちの草の根の運動は着実に広がっています。今回の学習・活動交流会は、午前

は選挙後の新しい情勢を学び今後の運動について考え、午後は分散会で活動交流や午前の学習を

深める場、９条の大切さについて改めて考える場とします。 

ぜひみなさんお誘いあわせてご参加ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※午前中から参加の方は、お弁当（お茶付５００円）が事前予約できます。

下記の連絡先にお申し込みをお願いします。 

 

連絡先：平和憲法・９条をまもる岩手の会（事務局：岩手県生協連・岩手県消団連 電話 019-684-2225） 

参加費参加費参加費参加費５５５５００００００００円円円円    

（（（（資料代資料代資料代資料代としてとしてとしてとして））））    

 

戦後７０年…戦争をしない平和な未来を子どもたちに 

Ｐｅａｃｅ・学習講演会 

13131313：：：：10101010～～～～14141414：：：：40404040 はははは活動交流活動交流活動交流活動交流（（（（分散会分散会分散会分散会））））を行います。    
①グループ ＤＶＤ上映会と交流 

      「９条を抱きしめて～元米海兵隊員 アレン・ネルソンが語る戦争と平和」のＤＶＤを見

て、参加者同士が意見交流を行います。（裏面にＤＶＤの説明あり） 

②グループ 今後の運動の交流 

       午前の講演を話題にしながら、小沢さんと今後の運動について交流し考えあいます。 

③グループ 地域の会の活動交流 

       10 月統一行動の交流・まとめや会の組織運営（悩みや財政等）について交流します。 

14：45～全体のまとめ、15：10～アピール行進（コース：おでって前→大通→野村證券

前）を行います。 

こちらこちらこちらこちらににににもどなたでももどなたでももどなたでももどなたでも    

ごごごご参加参加参加参加いただけますいただけますいただけますいただけます！！！！    

どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも    

ごごごご参加参加参加参加いたいたいたいた

だけますだけますだけますだけます！！！！    



会場 。駐車場のご案

プラザおでって
。盛岡市中ノ橋通 1-110
。電話 019上60年3300

駐車場

①プラザおでって

地下駐車場

(38台、30分 100円)

②リパーク

盛岡中ノ橋通 1丁 目

(35台、60分 200円)

③岩手酒類卸駐車場

(65台、30分 100円)

※アピール行進の終着点が

大通野村護券前ですので、

④金田一駐車場 (180台 、
60分 200円 )、 ⑤岩手公

園地下駐車場 (93台、30

分 150円 )も ご利用くだ
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D V D 紹 介 9条を抱きじめて
～元米海兵隊員7レン・ネfL4/ンが語る戦争こ平和～

アレン ・ネルソンさんは 1947年 にアメリカ ・ニューヨー

ク州で生まれる。貧困生活から逃れようと、18歳で海兵隊に

入隊。沖縄での訓1練を経て、1966年 、19歳 でベ トナムの最

前線に派遣された。戦場での非人間的な極限状況によって帰

国後 18年 間もPTSD(心 的外傷後ス トレス障害 :戦争の

トラウマ)に 悩まされた。これ以上同じ思いをする人を増や

してはならないと戦場での体験 (ベトナム戦争で自分が人を

殺 したこと、戦争は大量殺人であり 「平和をつくる」ための

戦争などありはしないことなど)を 伝えるために講演活動を

始めた。
このDVDは 、ネルノンさんの講演やインタビュー、政治

学者ダグラス ・ラミスさんとの対談、劇画風マンガによる戦

争体験などによる感動的な ドキュメンタリー。

戦争という殺験に関わつた一人として、ネルソンさんは戦

争や暴力の恐ろしさを訴え、人間が平和に生きていくための

道筋を優 しくも力強く語 りかけています。

都南 9条 の会では、11月 に上映会を行い、70人 が鑑賞しました。参加者からは 「憲法 9条 が日本だ

けのためではなく、人類 ・世界平和に大きな役割を果たしうるすぐれた条文であると思つた」 「戦争を
し、戦争に勝って人は平和にはならない。戦争にあるのは 「正義」ではなく 「人を殺す」ということだ

と学んだ」など、多くの感想が寄せられました。
ぜひ多くの方に観ていただきたいDVDで す。午後も引き続きご参加ください !



 

 

 

 

 

  

１０周年 学習・活動交流会に    １． 参加  午前    人 

 

                          午後    人 

 

                   ２． 参加できません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お名前（個人名または団体名）                           

連絡先 団体の場合は代表者（または担当者）の連絡先 

ＴＥＬ                ＦＡＸ               

（団体の場合）代表者または担当名                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各９条の会の活動を教えてください各９条の会の活動を教えてください各９条の会の活動を教えてください各９条の会の活動を教えてください    ⇒⇒⇒⇒    当日資料で当日資料で当日資料で当日資料で一覧一覧一覧一覧表に表に表に表にしますしますしますします    

    

○ 運営会議（事務局会議等）の開催状況（何ヶ月に１回開催など） 

 

 

○ ニュースの発行（何ヶ月に１回発行、不定期など） 現在  号発行済  

※最新号送付願います 

○ 会の日常活動など（学習会開催や署名活動、訪問活動など） 

 

 

 

○ 署名数  現在     筆（わかれば９条署名    筆、９６条署名    筆、 

                           全国九条の会署名    筆） 

岩手の会に提出して  いる  ・ いない 

 

○ 今回の活動交流で聞いてみたいことがあればお書きください。 

 

 

○ その他なんでもどうぞ 

平和憲法・９条をまもる岩手の会事務局（岩手県生協連）行き → ＦＡＸ ０１９－６８４－２２２７ 

（※お電話でも受付します ＴＥＬ ０１９－６８４－２２２５） 

１月３１日（土） １０周年 学習・活動交流会 参加申し込み 

◎◎◎◎お弁当（お茶付）申し込みお弁当（お茶付）申し込みお弁当（お茶付）申し込みお弁当（お茶付）申し込み    （（（（                ）個）個）個）個            

    ※お弁当（※お弁当（※お弁当（※お弁当（500500500500 円）円）円）円）とととと参加費（参加費（参加費（参加費（555500000000 円）は円）は円）は円）はホールホールホールホール受付で個人ごとにいただきます。会でまと受付で個人ごとにいただきます。会でまと受付で個人ごとにいただきます。会でまと受付で個人ごとにいただきます。会でまと

めて支払う場合はご相談ください。めて支払う場合はご相談ください。めて支払う場合はご相談ください。めて支払う場合はご相談ください。    

◎活動交流（分散会）希望◎活動交流（分散会）希望◎活動交流（分散会）希望◎活動交流（分散会）希望    ※会場準備の関係※会場準備の関係※会場準備の関係※会場準備の関係で、事前にわかる場合はお知らせください。で、事前にわかる場合はお知らせください。で、事前にわかる場合はお知らせください。で、事前にわかる場合はお知らせください。    

①グループ（①グループ（①グループ（①グループ（            ）人）人）人）人            ②グループ（②グループ（②グループ（②グループ（            ）人）人）人）人            ③グループ（③グループ（③グループ（③グループ（            ）人）人）人）人 

活動交流会場（午前・分散会）で活動交流会場（午前・分散会）で活動交流会場（午前・分散会）で活動交流会場（午前・分散会）で各会の宣伝・物販もできます各会の宣伝・物販もできます各会の宣伝・物販もできます各会の宣伝・物販もできます ⇒ 希望を記入下さい 



 

 

 

 

 

 

 

  

１０周年 学習・活動交流会に    １． 参加  午前    人 

 

                          午後    人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者名（代表者）                             

                                      

代表者の連絡先 

ＴＥＬ                 ＦＡＸ               

 

平和憲法・９条をまもる岩手の会事務局（岩手県生協連）行き → ＦＡＸ ０１９－６８４－２２２７ 

（※お電話でも受付します ＴＥＬ ０１９－６８４－２２２５） 

１月３１日（土） １０周年 学習・活動交流会 参加申し込み 

◎◎◎◎お弁当（お茶付）申し込みお弁当（お茶付）申し込みお弁当（お茶付）申し込みお弁当（お茶付）申し込み    （（（（                ）個）個）個）個            

    ※お弁当（※お弁当（※お弁当（※お弁当（500500500500 円）円）円）円）とととと参加費（参加費（参加費（参加費（555500000000 円）は円）は円）は円）はホールホールホールホール受付でいただきます。受付でいただきます。受付でいただきます。受付でいただきます。    

◎活動交流（分散会）希望◎活動交流（分散会）希望◎活動交流（分散会）希望◎活動交流（分散会）希望    ※会場準備の関係で、事前にわかる場合はお知らせください。※会場準備の関係で、事前にわかる場合はお知らせください。※会場準備の関係で、事前にわかる場合はお知らせください。※会場準備の関係で、事前にわかる場合はお知らせください。    

①グループ（①グループ（①グループ（①グループ（            ）人）人）人）人            ②グループ（②グループ（②グループ（②グループ（            ）人）人）人）人            ③グループ（③グループ（③グループ（③グループ（            ）人）人）人）人 


