
10.19　平和をあきらめない
北九州ネット定例集会

10月19日（木）18：00 ～19：00、小倉駅前で、「平
和をあきらめない北九州ネット」主催の定例集会があ
りました。総選挙中でしたから、「安倍一強政治を

許さない！」「安倍政治こそ
国難！」というアピールが
リレートークで続いた。子
育てママからの熱い訴えも響いた。来月19日は、
集会に代えて総会・講演会が企画されています。

 
『平和をあきらめない北九州ネット』総会と記念講演　
　　日　時：11月19日（日）14：00
　　場　所：生涯学習総合センター
　　講　師：纐纈厚氏

第268回さよなら原発金曜行動
10月20日（金）、さよなら原発金曜行動が、
毎週のごとく小倉駅で実施された。268 回目
です。棚次代表、深江事務局長はじめ、次々
とリレートークでさよなら原発を訴え、署名活
動にも取り組みました。この日は、衆議院選
挙まじかでしたが、田村候補もさよなら原発を熱く語りました。毎週金曜日、
さよなら原発行動は継続します。
11月8日（水）18：30　生涯学習総合センターで、「さよなら原発北九
州連絡会」があります。どなたでも、ご関心のある方は、ご参加ください。

第23回戦争展総括会議・懇親会
10月 26日（木）、第 23 回戦争展の総括会議が
開かれました（写真1）。9月17日は、台風のため中
止となり、18日だけの開催になりました。17日企画
の纐纈厚さんの講演会は、11月19日（日）14：00　
平和をあきらめない北九州ネットの総会での記念講
演となりました。講演料は、戦争展余剰金から拠出
します。決算と会計監査報告を了承しました。来年
度は、八幡西区で開催予定です。総括会議後、懇
親会で親睦を深めました。今年も健和労組と看護学
生の参加で、熟年と若者の楽しい交流の場となりました（写真 2）。

11.3安倍改憲ＮＯ！北九州集会の成功を
期して「平和をあきらめない北九州ネット」

実行委員会開催
11.3 北九州集会の成功のために最終的な相談会が開かれました。賛

同人をぎりぎりまで集めることと当日のタイム
スケジュールと段取りを取り決めました。な
お、11.3 集会の総括会議は、11月10日（金）
18：30　生涯学習総合センターで開催されま
す。

第37回福岡県自治体フォーラム開催
10月29日（日）、西南学院大学で開催された第 37
回福岡県自治体フォーラムは、李鍾元早稲田大学教
授を迎え、120人が参加して全体会と７つの分科会
があり、ともに大変充実した内容で成功しました。
基調テーマ「危機とも転換ともなりうるせめぎあいの新しい時代を切り
拓く」の下に開催された。李鍾元氏は「東アジア情勢と日本 ---日本国憲
法をどう活かすか」と題して専門的知見を縦横に語られた。分科会では、
第 4分科会「九州北部豪雨が問いかけるもの」、第 7分科会の映画「世界
大戦争」「アルジェの戦い」に多数が参加した。
終了後の懇親会では、朝からの疲れがある中、予想を上回る２２名が
参加したのも、内容の充実ぶりを物語っています。所報１２月、１月号で
第 37回福岡県自治体フォーラムの報告特集を行います。

福岡県弁護士会が「憲法市民講座」
～憲法とは何かを考える～

 10月31日（火）、日本国憲法施行 70周年全国アクションプログラムの
一環として、福岡県弁護士会が憲法講座を開催した。第 1部は、語り部（八
幡大空襲の体験）とＤＶＤ上映（ＮＨＫの戦争体験者インタビュー）。
第 2部は、南野森さん（九大教授）の講演「憲法とは何かを考える」。
素晴らしい「企画」で、参加者は充実した時間を過ごした。
南野先生の憲法講座は、論理が明快で、立憲主義や憲法の
もつ規範力について認識を深めることができた。

学嘱労がすわりこみ
～ 学校給食は教育の一環 ～

学嘱労（北九州市学校嘱託職員労働組合）は、雇用の継続を求めて教
育委員会前廊下に、10月25日から座り込みを始めました。
連日30人前後の組合員が座り込みをしています。
学校給食の民間委託を推進することはやめさせ、直営校の存続を訴え、

学校給食嘱託職員の継続雇用を求めて運動して
います。
「市民の会」としても、出来る限りの応援と
支援をしていきましょう。頑張れ、学嘱労！

北九市職労　秋のたたかいに全力
北九市職労は、北九州市役所で働く労働者の
賃金、労働条件などの要求前進を目指し、賃金確
定闘争を軸に、秋のたたかいに全力をかけていま
す。すでに３回の団対交渉などが開かれ、給料表
の提示などがありましたが、これから１１月中旬に
予定されている最終交渉に向け要求実現をめざし、総決起集会が開かれ
ました。決起集会には、市職労組合員、学職労組合員、市バス労組組合
員など 250人が参加しました。支援に駆け付けた、福岡自治労連、北九
州地区労連、日本共産党などから激励のあいさつを受けた後、一般評議
員会、校務員部会、調理員部会、病院評議員会、学職労の代表が次 と々
決意表明。最後に重野委員長の音頭で、団結頑張ろうで閉めました。全
体集会終了後も学職労から参加した48人は、雇用の継続や労働条件の
改善を求めてさらに決意を固めあいました。
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11.3北九州市民集会に1500名
～安倍9条改憲ＮＯ！を叫ぶ～

11月3日（金：文化の日）、秋晴れの勝山公園に、「安倍 9条改憲ＮＯ！
11.3北九州市民大集会」に1500名が参加し、
元気で楽しい集会をつくりました。服部弘昭
弁護士の開会挨拶、ラッパーＦＵＮＩさんに
よるパフォーマンス、田村貴明衆議院議員

等の野党議員からのメッセージ。好評だった「どっからでも来い！3000万
署名」ＳＫＩＴ（Ｑ＆Ａ）。集会カンパは156,934 円でした。（写真1）
賛同人も200人を超え、50万円近くの賛同金が
すでに集まっているそうです。すばらしい！　集会
後、うたごえの皆さんのコーラスに送られて、小倉駅
までパレード。市民の皆さんも、「憲法守ろう！」の
呼び声に、手をふって呼応しておられました。（写真2）

城野遺跡は市民の宝！
城野遺跡公園の夢を実現へ

　11月5日（日）、「城野遺跡の現地保存をすすめ
る会」が市民講演会を開催。7回目の講演会は、参
加者に、「城野遺跡公園」をつくろうという夢と感動
を与えました。
第1部：講演会は、高倉洋彰氏（日本考古学協会前会長）「遺跡をまもる～

保存から活用へ～」と近藤英夫氏（日本考古学協会副会長）「城
野遺跡、残さんでどうする？！」。

第2部：ライブ＆トークは、古墳シンガー　まりこふんさん（古
墳にコーフン協会会長）が北九州市に初降臨。パ
ワフルに「オー埋葬ル」「埴輪のブルース」「古墳に
コーフン」を歌いあげ、喝さいをあびました。

第3部：座談会は、高倉・近藤・まりこふんさんと城野遺跡公園を設計した
山内正一氏による見事なトークショウでした。市民の力で城野遺
跡を弥生人と出会える遺跡公園にしましょう。

第17回八幡市民会館の活用を求める
連絡会開催

11月7日（火）、連絡会では市議会口頭陳述の総括から討議。10月12
日保健病院委員会、10月18日教育文化委員会報告。
11月10日総務財政委員会での口頭陳述の検討がな
されました。これからの取り組みについても精力的
に討議検討されました。特に、今後新たに取り組む

署　名活動について次回連絡会で具体化することを決定しました。
　次回連絡会は、11月21日（火）13：30　大谷市民センターです。

「さよなら原発北九州連絡会」開かれる
　11月 8日（水）、久しぶりにさよなら原発北九州連

絡会が開かれ、次の 4 項目について決定・合意いたしま
した。
1　「さよなら原発！3.11北九州集会」の日程が決まりました。
3月11日（日）三萩野公園。　来年は、3月11日が日曜日です。安倍
政権の原発輸出、原発再稼働には、反対する市民が圧倒的多数です。こ
れから賛同者を広め、大成功に向けてスタートです。以下の要領で第 1回
実行委員会がもたれます。
日時：11月29日（水）18：30　
場所：生涯学習総合センター31学習室
2　さよなら原発！12.2 玄海原発再稼働を許さない九州総決起集会
12月2日（土）14：00 集会15：00デモ　松浦河畔公園
主催：さよなら原発 1000万人アクション佐賀県実行委員会
3　中村敦夫ひとり語り「線量計が鳴る」に取り組む

「木枯らし紋次郎」の中村敦夫一人朗読劇（一幕四場）。連絡会、玄
海訴訟団、あらかぶさんを支える会他、市民団体と個人で構成される実
行委員会をつくり取り組む。2018 年 5月頃、ムーブ大ホール。
4　平井孝治さん講演会・懇親会
12月23日（土）14：00 ～17：00　ムーブ 5Ｆ大セミナー室
平井孝治「福島甲状腺がんの不都合な真実」
深江　守「原発再稼働のアキレスけん」
懇親会　18：00 ～ 20：30　リーセントホテル和室

第271回さよなら原発金曜行動
11月10日（金）、毎週のさよなら原発連絡会の
皆さんによる金曜行動は、今回が 271回目でした。
北九州うたごえの皆さんが、自作の原発反対のソン
グを歌い、いつものリレートークで原発の不合理性、
再稼働の不当性を訴えました。この日は、田村貴
明国会議員も駆けつけて、原発反対、再稼働反対の力強いアピールをしま
した。さよなら原発の金曜行動は続く。皆さんのご参加とご支援をお願い
いたします。

平和をあきらめない北九州ネット
安倍9条改憲ＮＯ！実行委員会開催

11月10日（金）、「平和をあきらめない北九州ネット安倍 9条改憲ＮＯ！
実行委員会」が開催されました。11.3 市民集会が総括された後、3000万
署名への今後の取り組みが協議されました。目標 25万、年内 3万。賛同

人目標は年内1000人、賛同金は早期に100万円。
運動を持続的に広めていくために、安倍 9 条改
憲ＮＯ！実行委員会を月2回定例化（原則第 2.4
月曜日）し、実行委員を広く呼びかけ増員してい

くことを決定しました。
次回は、日時：11月30日（木）18：30　
            場所：生涯学習総合センター2Ｆ和室
            12月は、11日（月）、25日（月）18：30
            生涯学習総合センターが予定されています。

第272回　さよなら原発金曜行動
　日時：11月17日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ
平和をあきらめない北九州憲法ネット総会
　日時：11月19日 ㈰　14：00～16：30
　場所：生涯学習総合センターＡ・Ｂ室
　講演：纐纈厚
第39回　福岡県人権問題研究集会
　日時：11月23日 ㈭ 10：30～16：30
　場所：サンレイクかすや
第273回　さよなら原発金曜行動
　日時：11月24日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ
「さよなら原発3.11北九州集会」
 第1回実行委員会
　日時：11月29日 ㈬　18：30
　場所：生涯学習総合センター
生活保護110番
　日時：11月30日 ㈭　10：00～17：00
　場所：医福研・北九州社保協
安倍改憲ＮＯ北九州実行委員会
　日時：11月30日 ㈮　18：30
　場所：生涯学習総合センター2Ｆ和室
第274回　さよなら原発金曜行動
　日時：12月1日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ

憲法共同センター総会
　日時：12月2日 ㈯　14：00～16：30
　場所：ムーブ5Ｆ
　記念講演：川田忠明氏
第275回　さよなら原発金曜行動
　日時：12月8日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ
「子育て・教育を考えるつどい」
　日時：12月10日 ㈰　10：30～16：30
　場所：福岡教育会館
安倍改憲ＮＯ北九州実行委員会
　日時：12月11日 ㈪　18：30
　場所：生涯学習総合センター
若松区民の会再開総会
　日時：12月12日 ㈫　18：30
　場所：若松市民会館
第276回　さよなら原発金曜行動
　日時：12月15日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ
第10回市民講座
　日時：12月16日 ㈯　14：00～16：30　　
　場所：ムーブ5Ｆ大セミナー室
　基調講演：俵義文氏
第277回　さよなら原発金曜行動
　日時：12月22日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ
安倍改憲ＮＯ北九州実行委員会
　日時：12月25日 ㈪　18：30
　場所：生涯学習総合センター
第278回　さよなら原発金曜行動
　日時：12月29日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ

今後の予定
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