
〇 5月 3日（祝）
　　・九条の会・下呂
　　　「�自衛隊明記改憲反対」移動スタンディング
　　　市内 10ヶ所
　　・9条の会高山（共同行動）
　　　街頭宣伝・署名活動　午後 2：00~高山陣屋前交差点

〇 5月 11 日（土）九条の会・ひだ（主催）　集会
　　「いま憲法を変える必要はありますか？」
　　�午後 1：30～　西光寺（古川町杉崎）
　　DVD「憲法と自衛隊」を観て意見交流

〇 �5 月 19 日（日）九条の会・下呂（主催）集会「改憲を考える」
　　午後 1：30～　下呂市民会館３Ｆ研修室
　　DVD「憲法と自衛隊」を観て意見交流

〇 4月 20 日（土）九条の会・せき
　　「関まつり」会場にて　スタンディング・署名活動

〇 5月 3日（祝）九条の会�可児
　　市内全域　改憲阻止の宣伝ビラ配布

〇 �5 月 25 日（土）九条の会みたけ（主催）　
　　「平和を願う見学・学習バスツアー」
　　9：00　名鉄御嵩駅前集合　→　郡上正法寺「９条の碑」
　　見学�＋「たかす満蒙開拓記念館」見学

〇 �6 月 15 日（土）かも・九条の会（主催）14周年のつどい　　
　　�午後 1：30 ～　美濃加茂市生涯学習センター 404 号室

①DVD「自衛隊と憲法」
　　②朗読「花森安治・武器を捨てよう」とトーク（高野）
　　③参加者によるディスカッション

〇 6月 16 日（日）郡上・九条の会（主催）
　　午後 1：30～　郡上八幡青少年センター（八幡町小野）
　　公演・演奏：バロン中沢さん（世界的ボードビリアン）

【街頭宣伝・署名活動】
○�九条の会・美濃　毎週月曜日　11：45�～ 12：15
　美濃インター近くの国道交差点
○�９条の会・せき（共催）　毎週土曜　午後 3：00～
　ワークプラザ集合後署名場所へ
〇郡上・九条の会　毎月第３日曜午後 2：00～八幡プラザ前

2019憲法記念月間
岐阜県内・九（９）条の会　一斉行動

　５月３日は、世界に誇る前文と第９条を明記した日本国憲法
が実施された記念日です。 この日を中心に、岐阜県内のさまざ
まな〈九 (9) 条の会〉は、思想・信条・党派などを超えて、〈憲
法９条は変えたらあかん！〉で一致して行動します。この機会
にいっしょに声をあげてみませんか。気軽に、誘いあって…。

高山市・飛騨市・下呂市・大野郡飛騨地域

関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・
郡上市・加茂郡・可児郡中濃地域

憲法９条を壊さず、
　　生かそう
　　  子どもたちに

平和な未来を

〇 5月 3日（祝）
　　・�九条の会坂下・山口・川上
� ９条改憲反対・新聞折り込み
　　・�岩村九条の会　平和メッセージ・新聞折り込み
　　・九条の会・とき　街頭宣伝
� ①午前 10:00 ～�「オオマツフード」前　
� ②午前 11:00 ～�「バロー肥田店」前

〇 �5 月 5日（祝）上矢作九条の会（主催）
　安倍 9条改憲No!�集会
　　午後 1：30～　上矢作ふれあいセンター
� ① DVD「憲法と自衛隊」
� ②地域から戦争を考える
� ③平和・改憲などの意見交流

〇 5月 11 日（土）恵那九条の会（主催）憲法講演会
　　�午後 1：30～　恵那文化センター
　　講師：山本�妙さん（弁護士）
　　「日本国憲法の理念からみる安倍改憲」

〇 �5 月 26 日（日）九条の会・たじみ（主催）
　　結成 14年記念
　　�午後 1：30～　多治見産業文化センター
　　講演：愛敬浩二氏（名大教授・憲法学）
　　「安倍 9条改憲をどう止めるのか」

〇 �6 月 15 日（日）中津川地域九条の会　（主催）
　　半田滋講演会
　　�午後 1：30～　福岡ふれあいセンター
　　講師：半田滋氏（東京新聞論説委員・編集委員）
　　「憲法 9条を取り巻く国際情勢」

【街頭宣伝・署名活動】
○つけち九条の会　５支部で毎週１回全戸署名活動。
〇�中津川九条の会　毎月 9日午前 11：00~
　ルビットタウン前交差点

多治見市・中津川市・瑞浪市・
恵那市・土岐市東濃地域

「九条の会・岐阜県連絡会」
問いあわせ先 090-7917-9602（吉田）



〇 4月 9日（火）岐阜・九条の会（主催）　サロン９条例会
　　午後 2：00～　岐阜合同法律事務所３Ｆ会議室
　　�話題提供：高橋　信氏（愛知県平和委員会）
　　「徴用工・勤労挺身隊問題をめぐって」

〇 �4 月 19 日（金）　「第 30弾　もう黙っとれんアピール」
　　（各九条の会参画・共同行動）
　　�午後 5：30～ 6：15　十六銀行本店前
　　スタンディングアクション

〇 �4 月 23 日（月）岐阜西中学区九条の会（協力）
　　「4.23 慙愧の日」集会
　　午後 1：30～　円成寺（岐阜市合渡）
　　�講演：堀無明氏（円成寺住職）
　　「朝鮮半島武力支配の犠牲者を悼む」
　　　
〇 4月 23 日（火）岐阜・九条の会（主催）　サロン９条例会
　　午後 2：00～　岐阜合同法律事務所３Ｆ
　　�話題提供：平井花画さん（岐阜県ユネスコ協会会長）
　　「カンボジア教育支援 15年を終えて」

〇 �5 月 3日（祝）憲法９条を守る共同センター等共催
　　「憲法施行 72周年記念講演会」
　　午後1：30～ 3：30　長良川国際会議場４F大会議室　
　　�講師：加藤哲郎氏（一橋大学名誉教授）
　　「731部隊と戦後日本…東アジアの平和のために」
　　＊�終了後、下記統一行動に参加を呼びかけ

〇５月３日（祝）「安倍９条改憲NO！ 3000 万署名」
　　九条の会全国統一行動
　　午後4：30～ 5：15　街頭宣伝・署名活動
　　名鉄岐阜駅前交差点

〇 �5 月 12 日（日）はしま九条の会（主催）
　　総会・平和のつどい
　　午後 1：30～　かみなり村・北館（正木町坂丸）
　　�DVD「いのちの海　辺野古大浦湾」
　　　　　「ノーモア　オスプレイ」（予定）を観て意見交流

〇 5月 14 日（火）岐阜・九条の会（主催）サロン９条例会
　　午後 2：00～　岐阜合同法律事務所３Ｆ会議室
　　�話題提供：吉田千秋氏（元岐阜大教授・哲学）
　　「あらためて＜象徴＞天皇制を考える」

〇 �5 月 19 日（日）「第 12弾　岐阜総がかり行動」
　　（各九条の会参画・共同行動）
　　午前 10：30～集会（岐阜市金公園）→ 11：10～デモ

〇 5月 25 日（土）長良九条の会（主催）ながら憲法カフェ
　　�午後 1：30～　長良公園研修センター
　　「憲法と天皇制を考える」助言者：岡本浩明氏（弁護士）

〇 �5 月 26 日（日）九条の会岐阜県連絡会（主催）
　　「九条の会岐阜県活動交流会」
　　午前 11：00～午後 3：00　岐阜県教育会館４F会議室
　　�報告「改憲をめぐる情勢」と各会活動経験をもとに、
　　今後の活動方向を探る！

〇 6月 2日（日）岐北・九条の会（主催）第 36回集会
　　午後1：30～　西部コミュニティセンター・視聴覚室（予定）
　　DVD「自由はこうして奪われた」を観て、意見交流

岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・
瑞穂市・本巣市・羽島郡・本巣郡岐阜地域

　　憲法 9条のこころ
き く耳をもちこと
ゆ うじょうを深めあうこと
う まが合わなくてもよく話し合うこと
じ ぶんの国のことだけ考えないこと
よ その国に行って武力を使わないこと
う そをついて戦争をしないこと

〇 �4 月 23 日（木）９条の会・養老（主催）
　「９条改憲シール投票・宣伝」
　　午後 4：00～　鳥江駅前（養老鉄道）

〇 �5 月 3日（祝）不破・９条の会（主催）
　「９条改憲シール投票・宣伝」
　　午前 10：30～　垂井町相川児童公園

〇 5月 3日（祝）９条の会西濃連絡会（主催）　
「平和・人権・民主主義を考える西濃憲法集会2019」
���　�午後 1：30～ 4：00
　　大垣市情報工房スインクホール
　　�講演：荻野富士夫氏（小樽商大名誉教授）
　　�「あたらしい戦前
　　　　　～よみがえる戦時体制に抗するために～」

大垣市・海津市・養老郡・不破郡・
安八郡・揖斐郡西濃地域

〇 �6 月 19 日（水）「第 31弾　もう黙っとれんアピール」
　　（各九条の会参画・共同行動）
　　�午後 5：30～ 6：15　十六銀行本店前
　　スタンディングアクション

〇 �6 月 23 日（土）梅林白山、華陽、診療所各九条の会共催
　「あじさい平和のつどい 2019」　
　　午後２：３０～　華陽診療所　
　　講演：山本　妙さん（弁護士）「安倍９条改憲と国民投票法」

【街頭宣伝・署名活動】
○�岐阜・九条の会　毎月 9日、29 日　午後 5：30 ～ 6：15　
名鉄岐阜駅前交差点

〇�藍川地域九条の会
　毎週月曜午前 8：00～ 8：30�国道 156号大船交差点
　毎週火曜午前 7：00～ 8：00�藍川橋東側交差点
〇�岐北・九条の会　毎月９日　午前 8：00～
　岐阜大学前スタンディング
〇�梅林・白山九条の会
　毎週土曜午後 4：20～　サンマート東栄店前
〇�島中学校区、岐阜西中学校区、早田各九条の会
　毎月 19日午前 7：45～ 8：15
　忠節橋北・大野仏壇店前交差点
○�本巣九条の会　4月 24日、5月 5日、6月 5日
　午後 3：00～�本巣従貫道モレラ付近
〇�各務原・九条の会　毎月 9日、19日、29日、
　午後 1：30～　那加市役所前スタンディング
　�毎月 3日　午後 1：30～�
　鵜沼「うな神」前交差点スタンディング

安倍９条改憲案Ｎ O ！ 3000 万人署名にご協力を


