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②
第６８０号 本号１４㌻
（署名用紙など 10 ㌻添付）

当面の行動日程と宣伝などの資材を紹
介します
戦争法強行の昨年 9 月 19 日から 1 年余、10 月 19 日の国会前の集会には 6000 人が参加するな
ど戦争法の発動、駆けつけ警護など新任務の付与許すな、自衛隊は南スーダンから直ちに撤退、
憲法改悪反対などを強くアピールしました。
憲法会議主催の「憲法公布 70 年・憲法講座」は会場が超満員となる盛況で、学びたたかう決
意みなぎる取り組みとなりました。

当面の行動日程と署名用紙などを紹介
当面の総がかり行動実行委員会や憲法共同センターなどが呼びかける行動日程を紹介します。
また署名用紙などの宣伝物も改めて掲載（添付）します。
憲法共同センターが呼びかける「自衛隊に『駆けつけ警護』など新任務を付与せず、南スーダ
ンからの撤退を求める要請」の防衛省交渉（10 月 27 日）
、国会議員要請（11 月 2 日）にむけ、
緊急団体署名、個人署名を急ぎましょう。
10 月 22 日(土) 全国革新懇シンポジウム「市民と野党の共闘の発展をめざす懇談会」
13:00～17:00／都市センターホテル 5Ｆオリオン
シンポジスト＝小田川義和全労連議長、西郷南海子ママの会発起人、志位和夫日
本共産党委員長、中野晃一市民連合呼びかけ人、横山良オール徳島県民連合代表
兼コーディネーター＝石川康宏神戸女学院大学教授
主催:全国革新懇
10 月 22 日(土)～23 日（日） 日本平和大会㏌三沢
22 日 12：00 三沢基地調査／15：30～開会集会（三沢市公会堂大ホール）／
18：00 青年集会（〃）
23 日 9：00～分科会（三沢市内）／13：30～閉会集会・パレード（三沢市中央
公園から出発）
主催：なくそう！日米軍事同盟・米軍基地 2016 年日本平和大会実行委員会
10 月 27 日(木 )「自衛隊に『駆けつけ警護』など新任務を付与せず、南スーダンからの撤退を求

める要請」防衛省交渉
14：00～／防衛省
団体署名の提出をおこないます。署名は急ぎ結集しましょう。
主催・呼びかけ：憲法共同センター
10 月 30 日(日) 自衛隊を南スーダンに送るな！！いのちを守れ！！青森集会
12：00～プレイベント／青森駅前「駅前公園」
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13：30～集会
14：30～デモ
共催:戦争法廃止を求め津青森県民ネットワーク／戦争させない・9 条壊すな！総
がかり行動実行委員会、現地実行委員会
11 月

未定 自衛隊南スーダン派遣閣議決定官邸前抗議行動
日にち未定 7：45 分～／首相官邸前
呼びかけ：戦争させない・9 条壊すな！総がかり行動実行委員会

11 月

2 日(水) 自衛隊に『駆けつけ警護』など新任務を付与せず、南スーダンからの撤退を求

める緊急署名」提出・議員要請行動
12：15～国民大運動実行委員会の国会行動時に緊急署名を積み上げる
国会行動終了後、第 2 議員会館前で意思統一、衆・安全保障委員会、参・外交防
衛委員会メンバーへの要請
主催・呼びかけ：憲法共同センター
11 月 3 日(木･文化の日) 憲法公布 70 年 秋の憲法集会
14:00～16:00／韓国ＹＭＣＡ地下ホール 参加費 500 円
講師＝栗田禎子千葉大学教授、石川健治東京大学教授 各党あいさつ、沖縄のた
たかいＤＶＤ上映など
主催：解釈で憲法９条を壊すな!実行委員会
11 月

5 日(土) 子どもたち、ＮＨＫｓｋｓものを戦場に送るな！憲法改悪阻止 国民の思想・信条の自
由、言論・表現の自由、子どもと教育を守る 11.5 大集会
13:00～15:15／日比谷野外音楽堂／集会後銀座パレード
主催：全教／教組共闘連絡会／子ども全国センター
共催：全労連／全労連公務部会／自治労連／国公労連／自由法曹団／全退教

11 月

7 日(月) 「12・6 を忘れない 6 日行動」秘密保護法廃止 11・7 国会前行動
12:00～13:00／衆議院第二議員会館前
主催:「秘密保護法」廃止へ！実行委員会
院内集会「秘密保護法強行採決から 3 年、情報監視審査会報告をきく」
13:30～15:30／参議院議員会館Ｂ107 会議室
主催:「秘密保護法」廃止へ！実行委員会

11 月 10 日(木) 「9 の日」宣伝行動
12:00～13:00／ＪＲ新宿駅西口
共催:憲法共同センター／東京憲法共同センター
11 月 19 日(土) 安倍政権の暴走止めよう！自衛隊は戦地に行くな！11・19 国会議員会館前

集会（仮称）
14:00～15:30／議員会館前～国会図書館前
主催:戦争させない・9 条壊すな！総がかり行動実行委員会
11 月 23 日(水・勤労感謝の日) オスプレイを東京・横田吉に配備させない 11・23 大集会
13:30～集会／福生市・多摩川中央公園／終了後アピール行進
主催：オスプレイ反対東京連絡会
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12 月

2 日(金) 戦争法違憲・国賠訴訟第 2 回口頭弁論
10:30～ ／東京地裁 103 号法廷
呼びかけ:安保法制違憲訴訟を支える会

秘密保護法廃止へ 12・6 講演会

12 月 6 日(火)

18：30～／文京区民センター3Ａ
講演：平岡秀夫元法務大臣／対談：平岡さん×海渡弁護士
主催：
「秘密保護法」廃止へ！実行委員会

監視社会を考える連続学習会第 2 回 学習会

12 月 8 日(木)

18:30～／文京区民センター2A
「ＧＰＳ 捜査と名古屋高裁判決」
（佐竹靖紀弁護士）／「市民運動・労働運動監
視にＧＰＳ使用～韓国版盗聴法の実態」（白石 孝さん＝プライバシー・アクショ
ン代表）
主催：
「秘密保護法」廃止へ！実行委員会
12 月

9 日(金) 「9 の日」宣伝行動
12:00～13:00／ＪＲ新宿駅西口
共催:憲法共同センター／東京憲法共同センター

12 月 10 日(土) 沖縄連帯集会
13：30～／日比谷野外音楽堂
15：00～銀座デモ
共催:基地の県内移設に反対する県民会議／止めよう辺野古埋め立て国会包囲実
行委員会／戦争させない・9 条壊すな！総がかり行動実行委員会
12 月 19 日(土) 安倍政権の暴走止めよう！自衛隊は戦地に行くな！12・19 議員会館前集会

（予定・仮称）
18:30～19:30／議員会館前
主催:戦争させない・9 条壊すな！総がかり行動実行委員会
12 月 21 日(水) 戦争法違憲・差し止め第 2 回口頭弁論
10:30～ ／東京地裁 103 号法廷
呼びかけ:安保法制違憲訴訟を支える会
2017 年
1 月 10 日(火)

沖縄全国統一署名 第一次集約

5 月 3 日（水・憲法記念日）

2017 年 5・3 憲法集会
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※憲法会議、共闘組織の機関会議など
◇憲法会議 担当常任幹事会 10 月 28 日（金）
、11 月 30 日(水)
◇解釈で憲法 9 条壊すな！実行委員会（第 28 回） 11 月 21 日（月）
◇2017 年 5・3 憲法集会第 1 回実行委員会 11 月 15 日(火)
◇「秘密保護法」廃止へ！実行委員会 11 月 8 日（火）
◇戦争させない・9 条壊すな！総がかり行動実行委員会（第 32 回） 11 月 16 日（水）
◇憲法共同センター第 30 回運営委員会 11 月 10 日（木）
、12 月 12 日(月)

※宣伝物、署名用紙など（添付しています）
○憲法共同センター「自衛隊に『駆けつけ警護』など新任務を付与せず、南スーダンからの撤退
を求める要請」署名用紙（団体、個人）
○憲法共同センター新リーフイメージ（表面、中面）⇒単価 3.5 円、送料別。注文要項などは憲
法共同センターニュースに掲載、注目！
○総がかり行動実行委員会「沖縄全国統一署名」用紙（取扱団体なし）
○総がかり行動実行委員会「沖縄全国統一署名」チラシ（表面、中面、裏面）
○総がかり行動実行委員会「沖縄統一署名」宣伝資材（のぼり、ポスター）注文書（表面、裏面）
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