2019 長野県の５・３を中心とする集会と取り組み
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主催者・問い合わせ先
飯山市民アクション
(0269-62-3230 常田さん)
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たかもり憲法まつり実行委員会
090-4221-6102（林さん）

４月 28 日（日）
13:30～

木曽町文化交流センター
大会議室

木曽町９条の会
090-7269-7394（小松さん）

曽
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スタンディング

11 日：13:30 平和の歌声、講演「生活の中の天皇制～元号と天皇」
NO!「戦争する国」活かそう!平
講師:君島和彦さん（東京学芸大名誉教授）15:00 まとめの会
和憲法実行委員会
12 日：９:30ＤＶＤ「藤森俊希の伝言」
、10:00 憲法カフェ、
080-6938-8475（柴本さん）
14:00ＤＶＤ「藤森俊希の伝言」
、15:00 閉会集会
会期中「戦争なんて大きらい」の原画展
９条須高連絡会
オープンフォーラム(街頭討論会)「あなたのご意見をお聞きします。
026-245-4871 永井さん（集会） 憲法９条を変えてもいいですか？」
090-3962-4600 坪井さん（広告） ４月 27 日付須坂新聞に全面意見広告掲載
長野市９条署名連絡会
小森陽一学習講演会 (９条の会事務局長) 「憲法９条と自衛隊」
026-234-1476 医療生協内
講演会の前に９条の会総会をおこないます(13:30～14:00)
信州護憲ネット第 29 回市民の憲法講座 講演「私が村長の時『国旗』
守ろう平和憲法信州ネットワーク
に一礼しなかった理由から ～新元号『令和』フィーバーの中で考え
026-234-3216
ること～」 講師:曽我逸郎さん（元中川村長） 資料代 500 円
長野市９条署名連絡会
５・３恒例の署名行動 （3000 万署名とヒバクシャ署名）
090-9354-6450 (古川さん)
9:00～建設予定地整備、周辺の里山の手入れ
ＮＰＯ法人松代大本営平和祈
10:00～交流会（祈念館をめぐる情勢、保存運動をめぐる情勢、憲法
念館 026-228-8415
音頭等）
（無料）13:30～15:30 憲法記念日特別見学会（恵明寺口集合、
（当日は 090-1869-2147）
随時案内）
昭和の歴史を問う連続講座～新元号のもと、改めて「昭和」の歴史を
県労働会館４Ｆ
問う～「満蒙開拓団の史実に学ぶもの」 講師:寺沢秀文さん（阿智
026-235-3325
村満蒙開拓記念館館長）
戦争はやだね千曲市民の会
神谷あり子さんと平和を歌う憲法コンサート、市民の発言
026-272-4025(宮坂さん)
13：00～ スタンディング 国道田町信号北
090-1439-6999（片桐さん）
14：00～ 憲法カフェ かふぇおきらく 参加費 500 円
「第３回平和を願う市民のつどい」
090-3092-6210(田中貞見さん) 記念講演「俳優として、人間として」講師:宝田明さん（俳優）
、東御
市長・議会議長からのあいさつ、市民の発言など
５月２日は 17:30 上田駅前で５・３憲法集会（上田ピースアクション主催）
上小地区「９条の会」連絡会
５月 12 日 講演会「私たちが真実を知るために」講師:望月衣塑子さ
0268-26-2772（赤羽さん）
ん（東京新聞社会部記者）参加費 500 円
憲法 9 条を守るこもろの会
憲法記念日特別学習会 「改憲をめぐる動きと私たちの課題」
0267-24-1217
講師：田村智子参議院議員（小諸市出身、日本共産党副委員長）
佐久地区９条の会連絡会
080-5144-6697（事務局：工藤）
「４・28 沖縄デー」に連帯する共同スタンディングアピール
ピースアクション佐久
080-6936-6311（事務局：岩下）
「2019 年５月３日憲法記念日アピールデイ」午前中、各地でスタンデ
ィングや軽トラパレード等。
「憲法記念日オール佐久集会」14:00～あ
同上
いさつ／特別報告／パフォーマンス。
映画「沖縄スパイ戦史」上映①15:00～ ②17:30～
本 気 で と め る 戦 争 ! 中 信 市 民 連 合 ５・３憲法記念日：市民イベント 私にとっての「憲法・戦争・ジ
090-8569-3578（９条松本連絡会） ャーナリズム」～40 ヶ月間のシリアでの拘束から帰還したジャーナ
0263-33-9513（1000 人委員会松本）
リスト・安田純平さんに聴く～参加費 500 円（大学生以下無料）
憲法施行 72 周年記念集会実行委 13:00 開場、13:30～講演「安倍政治の終焉と憲法の再生―沖縄から展
員会 090-8569-3578（戸田さん） 望する」 講師:小林武さん（沖縄大学客員教授）
講演会｢今こそ、９条を活かす時、世界が求める積極的平和―世界か
平和憲法を守る安曇野の会
ら見た平和憲法・82 カ国で朝日新聞元特派員記者は見た！｣
0263-55-7207
講師：伊藤千尋さん（コスタリカ平和の会・９条の会世話人）
参加協力費 500 円
11:30 平和のための作品展（～17:00）第 1 集会室
諏訪地方憲法集会
13:30 開会 「50 名による平和朗読劇」（ピースリーディング）
0266-23-2270
「それを認めちゃ９条じゃなくなる～平和憲法サバイバル大作戦」
（信州しらかば法律事務所）
台本：楢原拓 協力:非戦を選ぶ演劇人の会
15:30 感想意見交流会（ロビーにて） 参加費 500 円

安曇野

木

2019 年４月 22 日現在

憲法記念日のつどい実行委員会
0265-79-1749 (上伊那医療生協)

憲法記念日のつどい 講演「日本国憲法と教育～安倍政権が目指す改
憲と教育の政治支配」 講師：前川喜平さん（元文部科学事務次官）
参加協力券 500 円
第３回たかもり憲法まつり、紙芝居、講演「憲法が変わると私たちの
生活はどう変わるの？」 講師:宮下与兵衛さん（首都大学東京特任
教授） 参加費 500 円
４月 28 日に木曽町９条の会総会・「日本って、平和な国？」討論会
５月３日は駒ヶ根市・松本市の集会へ参加呼びかけ

