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秘密保護法反対＋共謀罪反対 今後の予定 

（５月２６日以降 愛知・岐阜・三重） 
最新の情報は 秘密法と共謀罪に反対する愛知の会 http://nohimityu.exblog.jp/ 
         「共謀罪」阻止 緊急行動・あいち https://kyobozaisoshiaichi.jimdo.com/ 

共謀罪反対イベント（全国）http://netarob.wixsite.com/himitsu-kyobou/blank-2 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
【愛知】５／２６（金）「横浜事件を生きて」上映会〜平成末期まさかの再来、治安維
持法 
 
日時／２０１７年５月２６日（金） 
   上映第１回目１８：００〜 
   上映第２回目１９：３０〜 
場所／真宗大谷派名古屋教務所１階 名古屋市中区橘 2-8-55（東別院） 
内容／歴史ドキュメンタリー映画「横浜事件を生きて」 
  共謀罪は森友・加計学園疑惑隠しとしてぶつけられた平成の治安刑法 
  「テロ等準備罪」でテロは防げず、市民の自由、特に内心の自由が脅かされる 
  今日までよく知られないままできた「横浜事件」生存者の証言をつづる 
  衆議院で強行されたが絶対に認めてはならない共謀罪 
参加費／500 円 
主催／第９条の会なごや、名古屋真宗学院学習会【学院倶楽部】 
備考／地下鉄名城線東別院４番出口直進 
   東別院会館手前右折し直進後左手駐車場入り口を右にすぐ 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
【愛知】5/27（土）学習会＆総会「話し合うことが罪になる？監視社会・戦争国家ねら
う共謀罪」 
 
日時：13：30～15：30 
場所：尾張旭市東部市民センター 1F 会議室 
講師：渥美雅康弁護士 
主催：日本国民救援会 瀬戸旭支部 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
【愛知】5/27（土）共同行動＋「共謀罪」阻止緊急行動・あいち 
 
５／２７（土）11:00～12:00 栄スカイル前 
共謀罪阻止！戦争法廃止！ 
辺野古新基地建設反対！高江オスプレイパット建設反対！ 
問合せ：052-871-5433(愛労連・関) 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
【愛知】5/27（土）共謀罪の廃案を求める集会・パレード 
 
日時：２０１７年５月２７日（土）１３：３０～ 集会 

    1４：１５～ パレード 
会場：名古屋・栄 エンゼル広場（地下鉄名城線「矢場町」駅 １・２・４・６番出口） 
主催：愛知県弁護士会 
https://www.aiben.jp/about/katsudou/himitsuhozen/news/2017/05/527.html 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
【愛知】5/27（土）「大垣警察市民監視事件」の現状と闘い 
 
５／２７（土）13:45～16:00  
 （春日井市）東部市民センター集会室 
「共謀罪」の問題点を学習しよう 

13:45～ 「横浜事件」DVD 上映 
14:20～ 「大垣警察市民監視事件」の現状と闘い 

  講師：樽井直樹弁護士（大垣警察市民監視違憲訴訟弁護団） 
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15:00～16:00 「共謀罪」の問題点を学習しよう 
  講師：伊藤朋紀弁護士（春日井９条の会事務局） 
主催：高蔵寺ニュータウン九条の会 
http://kouzouji9.blog.fc2.com/blog-category-2.html 
連絡先：080-8268-5005（鈴木） 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
【愛知】5/28（日）市民連合@愛知主催シンポジウム「RE:START」 
 
5/28（日）14 時-16 時 
ウィルあいち 大会議室 
基調講演 市民と野党の共闘で、立憲政治を作り直す 
 中野晃一さん（上智大学教授） 
参加費 500 円(資料代) 
主催者: 市民連合愛知 https://www.facebook.com/events/1885062111779825/ 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
【愛知】5/28（日）「共謀罪廃案市民集会とパレード」 
 
５月２８日（日）午後３時～野外集会、３時４５分～市民パレード  
国会報告・・・民進党・近藤昭一氏、共産党・本村伸子氏 
集合は東海市太田川駅東口の「どんでん広場」、太田川の一周市民パレードを予定 
主催 共謀罪反対知多半島北部実行委員会 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
【愛知】5/29（月） 治安維持法から迫る共謀罪の本質 
  ～政府は何を甦らせようとしているか 
 
「共謀罪の本質と現実を掘り下げる連続学習会」 第 3 回 
５月 29 日(月)18 時半～  
講師：内田博文さん（九州大学名誉教授（刑法）） 
会場：ウィルあいち大会議室 
入場無料（カンパ歓迎） 
チラシ http://www.nagoya.ombudsman.jp/himitsu/renzoku2017.pdf 
主催：秘密法と共謀罪に反対する愛知の会 
http://nohimityu.exblog.jp/26599738/ https://www.facebook.com/nohimityu/ 
連絡先：緑オリーブ法律事務所（浜島） TEL：052-838-8795／FAX：052-838-8796 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
【愛知】5/30（火）自由圧殺、現代の治安維持法許すな！ 
 
第 42 回ユニオン学校 
5/30（火）18 時 30 分～ 
市民活動推進センター集会室(ナディアパーク 6 階） 
  http://www.n-vnpo.city.nagoya.jp/map.html 
お話 西田一廣さん（治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟愛知県本部代表） 
主催 ユニオン学校運営委員会 union2013school@yahoo.co.jp 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
【愛知】5/31（水）NGO 活動と共謀罪～独裁体制の下での活動経験から～ 
 
日時:5/31(水)19〜21 時 
場所:名古屋 YWCA 404 号室 
参加費:500 円 
申込:不要 
【講師】神田浩史さん（NPO 法人 泉京・垂井 理事） 
    佐伯奈津子さん（インドネシア民主化支援ネットワーク） 
主催:なごや自由学校、名古屋 NGO センター政策提言委員会 
http://nangoc.org/information/531ngo.php 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
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【愛知】6/3（土）共同行動＋「共謀罪」阻止緊急行動・あいち街頭宣伝行動 
 
６／３（土）11:00～12:00 栄スカイル前 
共謀罪、絶対廃案！ 戦争法廃止！ 
問合せ：050-3593-5130（不戦ネット） 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
【愛知】6/3（土）スタンディング＆リレートーク 
 
６／３（土） 13:00～ 神宮前 
戦争法反対あつたの会 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
【愛知】6/3（土）第３回街頭集会と市民パレード 
 
６／３（土）17:00～ 半田市内雁宿ホール広場 
「共謀罪」の参議院での徹底審議と廃案を求める 
本村伸子衆議院議員と山尾志桜里民進党衆議院議員の国会報告 
社民党と自由党の愛知県連代表あいさつを予定 
主催：共謀罪反対知多半島実行委員会 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
【愛知】6/4（日）緊急シンポ「共謀罪、改憲…その先にあるものは？」 
 
日時 6/4（日）16 時-18 時半 
会場 瀬戸蔵「つばきホール」  
 名鉄瀬戸線「尾張瀬戸駅」から徒歩 5 分 P あり 
参加費 300 円（大学生以下無料） 
☆オープニング太鼓 
☆シンポジウム 民進党 山尾しおり衆議院議員 
        共産党 もとむら伸子衆議院議員 
        社民党 
        自由党 
        市民・高校生・大学生 
 コーディネーター 池住義憲（つなぐ会＠愛知 7 区共同代表） 
☆終了後：会場からパレード、19：00 頃、尾張瀬戸駅前で野党リレートーク 
主催 市民と野党をつなぐ会＠愛知 7 区 
https://www.facebook.com/tunagukai7ku/ 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
【岐阜】6/4（日）岐阜市まんなか九条の会 学習会「共謀罪って何ですか？」 
～話し合うことが罪になるの？ 
  
６／４（日）14:00～16:00 
上宮寺（岐阜市大門町１２ TEL058-265-3868) 
講師：山本妙弁護士 
主催：岐阜市まんなか（京町・金華・本郷・明徳）九条の会 
連絡先 025-262-7284 （林） 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
【愛知】6/6（火） 日本の表現の自由とメディアと「共謀罪」 
 ～国連特別報告者・調査報告をふまえて 
 
「共謀罪の本質と現実を掘り下げる連続学習会」特別編 
6 月 6 日(火)18 時半～  
講師：藤田早苗さん（英国エセックス大学人権センターフェロー（国際人権法）） 
会場：ウィルあいちセミナールーム 1・2 
入場無料（カンパ歓迎） 
チラシ http://www.nagoya.ombudsman.jp/himitsu/renzoku2017.pdf 
主催：秘密法と共謀罪に反対する愛知の会 
http://nohimityu.exblog.jp/26599738/ https://www.facebook.com/nohimityu/ 



 

- 4 -

連絡先：緑オリーブ法律事務所（浜島） TEL：052-838-8795／FAX：052-838-8796 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
【岐阜】6/6（火）秘密法廃止！ロック行動共謀罪新設絶対反対！ 
 
６／６（火) 16:00～16:45 名鉄岐阜駅前 
主催：秘密法廃止・ぎふ 
連絡先：河合法律事務所 058-262-7997 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
【愛知】6/8（木）愛知県弁護士会・共謀罪反対行動 
 
６月８日（木）午後６時～７時 
＠名駅・桜通口（交番前） 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
【愛知】6/10（土） 「共謀罪」阻止緊急行動 6.10 大集会・デモ 
 
6/10（土）11 時 20 分-  
場所：光の広場（地下鉄名城線矢場町駅 1.2.4 番出口） 
呼びかけ：「共謀罪」阻止 緊急行動・あいち 
https://kyobozaisoshiaichi.jimdo.com/ 
チラシ http://www.nagoya.ombudsman.jp/himitsu/170610.pdf 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
【愛知】６/１０（土） 
１． 戦後最悪の治安立法・共謀罪  衆議院議員 山尾志桜里さんの講演。 
２．「奨学金地獄」「保育園落ちた・・」問題 中京大学教授 大内裕和さんとの対談。 
  
日時／ ６月１０日（土）午後１時３０分～４時３０分 
場所／ 中京大学センタービル７階 ０７０３教室 地下鉄 八事駅 ５番出口すぐ 
主催／ 若者の未来と人権を考える会  
連絡先／ 西英子（０５２）８０８－３２４１ 
資料代／ ５００円（学生は無料）  
備考／ 国会で共謀罪法案をきびしく追及している山尾志桜里さん 
    の話を聞けば、共謀罪には沖縄基地反対や原発反対のような 
    市民運動を抑圧しようとする狙いがあることがわかります。 
    今、政府の政策を批判する発言さえも言いづらい空気があり 
    ます。共謀罪は絶対廃案にしなければなりません。     
    給付型奨学金創設の運動をしてきた大内裕和さんが若者の 
    貧困問題を山尾さんと話合います。 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
【岐阜】６／１０（土）平和への権利からから安保法・共謀罪を考える 
 
6/10（土）13:30～16:00  
岐阜県弁護士会館３F ホール 
憲法施行７０周年記念シンポジウム 
講師：笹本潤さん（弁護士。日弁連国際人権委員会委員） 
講師：伊島滋明さん（名古屋学院大学教授。憲法学） 
入場無料 
主催：岐阜県弁護士会 
問合せ：058-265-0020 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
【岐阜】６／１１（日）講演「共謀罪ってなに？」 
 
6/11（日）13:30～ （山県市）高富公民館 
平和のつどい ・DVD「戦争のつくりかた」 

・講演「共謀罪ってなに？」近藤真氏（岐阜大学教授・憲法学） 
主催：山県・九条の会 
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問合せ：090-7917-9602（吉田） 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
【愛知】6/13（火）共謀罪・衆院本会議での強行採決に抗議する街宣 
  
6 月 13 日(火) 13 時から 14 時 
栄・スカイル前 
秘密法と共謀罪に反対する愛知の会 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
【愛知】６／１５（木）白龍町の高層マンション建設に係る刑事弾圧事件・第３回公判 
 
6/15（木）13:30～  
名古屋地裁６０４号法廷 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
【岐阜】６／１８（日）講演「戦争法・共謀罪を問う～再び戦前に戻さないために」 
 
6/18（日）13:30～ （恵那市）岩村コミュニティセンター 
講師：吉田千秋氏（元岐阜大学教授・哲学） 
主催：恵南地域・九条の会 
問合せ：090-7917-9602（吉田） 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
【三重】６/２５（日）九条の会・よっかいち１２周年のつどい 
  
日時：６月２５日（日）１３時３０分～１６時 
場所：〒５１０－００８５ 四日市市総合会館８階視聴覚室（四日市市諏訪町２－２）
http://yokkaichi-shinko.com/sougou.html 
内容：改憲の危機にどう立ち向かうかー市民社会と政党政治の展望 記念講演：「市民
と野党の共闘で作る立憲政治」 講師：中野晃一さん（上智大学教授） 
主催：九条の会・よっかいち（事務局 ０９０－２９２５－０１３８） 
【後援】九条の会みえネットワーク、市民連合みえ、戦争させない・憲法懐すな！よっ
かいち市民ネット 
備考、詳細が記載されている URL：会場は駐車場がありませんので公共交通機関または
周辺のコイン駐車場をご利用ください。 ＃「つどい」終了後、「安部内閣打倒！」デ
モを市民公園まで行ないます。ご参加ください。 デモ主催：戦争させない・憲法懐す
な！よっかいち市民ネット（問合 ０９０－２９２５－０１９８） 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
【愛知】7/18(火) DAYS JAPAN フォトジャーナリズム写真展 2017 in 名古屋地球の上
に生きる講演会「共謀罪の危険性ー適用後の不自由な日本－」 
 
7/18（火）13:00－15:00 第 2 研修室 
講師：林翔太（弁護士） 
 主催／DAYS JAPAN サポーターズクラブ名古屋 
 参加費／講演会 500 円高校生以下、障がい者は無料） 
備考／ 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 


