
健和会で介護扶助学習会
ケアマネージャー113名が学ぶ

 11月13日（月）、健和会に勤務する介護支援専門員（ＣＭ）を中心に
113 名が介護扶助適正実施事業について学びました。「より良い介護を目
指す連絡会」主催の介護扶助学習会として大手町地域交流センターで開
催。北九州市保健福祉局保護課からの出前講演では、スライドを使用して、
介護扶助適正実施事業の概要が説明され、参加者と熱心な質疑応答が

繰りかえされました。現行の実施事業で、果たし
て介護扶助が適正に実施されるのか、問題点が
明らかにされるとともに、生活保護法に定める介
護扶助の理論と実践について、さらに学んでいく
ことが必要だという認識を共有しました。

市民の会事務局と各区代表者合同会議
次 と々、区民の会が再会総会

11月15日（第３水曜日）、合同会議は、区民の会
が結成されていない小倉区以外の代表者で、活発な
討論をし、いくつかの決定をしました。
【各区のとりくみ状況】
①八幡東区民の会は、12月7日（木）18：30八幡民商で再開総会を持ちます。
②若松区民の会は、12月12日（火）18：30 若松生涯学習センターで
発足総会を持ちます。出前講演「公共施設マネジメントについて」前
田憲徳弁護士「憲法９条改悪は許さない」
③門司区民の会は、森裕之氏を講師に発足総会を計画・検討しています。
④八幡西区の会は、9月21日（木）コムシティで再開総会をしました。20
名参加。石田・田中市議の講話を学び、活動方針・人事案を採択しました。

⑤戸畑区民の会は、準備会で再開総会を検討しています。
⑥「小倉区民の会」をつくるための合同相談会が以下の要領でもたれます。
12月６日( 水 )10：00 ～12：00 生涯学習総合センター情報学習室
【公共施設利用料金値上げ反対署名と議会陳情に取り組む】
公共施設使用料値上げ反対の署名用紙とチラシが完成し、３月議会の

陳情にむけ署名活動に各区民の会で取り組むことを決定しました。次回合
同会議は、１月１７日（第３水曜日）10：00 ～12：00戸畑生涯学習センターです。

平和をあきらめない北九州ネット
安倍改憲ＮＯ実行委員会総会

11月19日（土）、平和をあきらめない北九州ネットが安倍改憲ＮＯ実行委
員会として総会を開催しました。記念講演は、纐纈厚さん。戦争展（9/17）
での予定が台風で中止になったために延期されての講演でした。立て板に水

のお話は、感動・感心するばかりでした。総会では、
池上遊弁護士から、経過報告、行動提起、会計報告
がなされ了承されました。

第18回「八幡市民会館の活用を求める連絡会」開催
11月21日（火）、第 18回となる連絡会は、住民の財産である歴史建造
物を保存・活用したいという熱い思いに支えられ、今回も活発な議論白熱
の会議となりました。総務財政委員会（11/10）での口頭陳述を総括した

あと、もっと広い市民に訴える署名運動で新たな活
路を拓いていくにはどうしたらいいかを検討しました。
竹下代表と小槌の会から提案された署名運動へのと
りくみ素案に基づいて検討しました。じっくり腰を据
えたとりくみにすべきだという結論になり、次回以降に持ち越されました。
第 19回連絡会12月15日（金）15：00 大谷市民センター

第39回福岡県人権問題研究集会に800人
人権学び憲法生かそう

11月23日（木：勤労感謝の日）、研究集会に、県下から自治体職員、
人権連会員ら800人が参加。人権を学び、憲法を生かす思いを深めまし
た。基調講演は、宗教学者の島薗進教授（上智大学）「国家神道と日本人
の基本的人権」、国家神道が生きており、安倍政権の下で顕在化したこと

を丁寧に解説された。午後は、映画「トランボ～ハリ
ウッドに最も嫌われた男」の上映と分科会「部落差別
解消推進法」学習会がもたれた。

第10回市民講座ご案内
～戦争は教室の中から～

日時：12月16日（土）14：00 ～16：30
場所：ムーブ 5Ｆ大セミナールーム
資料代：300 円
【基調講演】
俵義文氏（子ども教科書ネット21事務局長）
「安倍教育再生政策はこどもたちをどこに導くか」
【北九州からの報告】
道徳教科書採択に向けてのとりくみ
学校現場に入り込んでいる自衛隊
参加者のみなさんから意見発表・質疑応答
【懇親会】
俵義文さんを囲む夕べ
（時間）17：00 ～19：00
（場所）満腹村

「小倉区民の会」結成のための
合同相談会がもたれました

　 12月６日（水）、市民の会事務局（６名）と小倉地区民主団体代表者（５
名）が集まり小倉区民の会を結成するための相談会がもたれました。小
倉区民の会をつくる意義をめぐり、意見交換ができましたが、小倉区民の
会をつくる方向で、より多くの団体代表者に参加していただき準備会を持
つことになりました。
次回準備会開催要領
12月 20日（水）11：00 ～12：00 生涯学習

総合センター2Ｆ和室
呼びかけた民主団体：門司・小倉地区委員会、
新婦人小倉南・北支部、小倉年金者組合、北
九州人権連（以上が今回出席の５名）、健和会本部、健和会労組、健和
会友の会（大手町）、全教北九州教職員組合、小倉民商etc

2017.12　№ 18（1）

平和とくらしを守る北九州市民の会 
〒 803-0817　小倉北区田町 13-21　田町ビル 3Ｆ   WEB：http://siminnokai.sakura.ne.jp
℡ 093 － 592 － 5000　FAX 093 － 571 － 4346   e-mail：koe@siminnokai.com

北九州市民の会 検索

北九州市民の会北九州市民の会   



門司区民の会再開準備会も持たれました
　12月12日（火）、大川健康友の会、高橋市会議員、新婦人門司支部、
門司年金者組合、生健会、共産党門司支部、市民の会の出席で、準備
会がもたれ、次回準備会と学習会の日程が決まりました。
＜次回の準備会＞
再開に向けた準備会を開催する
１月23日（火）18 時 30 分場所未定
＜学習会＞
２月４日（日）13 時 30 分場所未定
森裕之氏（立命館大学教授）講演
「公共施設マネジメントについて」

「北九州社保学校」で70名が学びました
　12月９日（土）、9：00 ～15：00 健和会本部 4Ｆ
研修室で北九州社保学校が開催され、70 名が長時
間、熱心に学び合いました。来春の国保県単位化の
問題点と課題を明らかにするために開催され、大変
有意義な学習会となりました。
① 9：10 ～懸谷一氏（福岡自治労連書記長）「国保とは、保険料のしく
み～県内の状況と県単位化～」は、データを駆使した深い分析に納
得のお話でした。
②10：30 ～寺内順子氏（大阪社保協事務局長）「来春の『国保県単位化』
と改善運動～各地の動向から」は、着物姿の著名な寺内さん。ユー
モアとパワフルな関西弁のお話には圧倒されました。国保県単位化の
問題点と改善運動の大切さが切実に理解できました。
③13：00 ～毛利愛氏（健和会大手町リハビリテーション病院ソーシャ
ルワーカー）「医療費・国保相談の手引き～減免制度・保険料滞納・
無料低額診療制度等～」は、現場でお仕事をされている方のお話で、
治療を受けられず手遅れで命を落とす事例には胸が痛みました。

「子育て・教育を考えるつどい」が福岡で
210名参加で大成功

　12月10日（日）10：30 ～16：30 福岡県教育会館で、
全日本の「子育て・教育を考えるつどい」が開かれま
した。今年のスローガンは「守ろう憲法輝け未来」。
午前シンポ「岐路に立つ日本～憲法守り教育に生
かす」には、佐藤学氏（教育学者）、上原公子氏（元国立市長）、内村仁氏（鹿
児島国際大学）、俵義文氏（子どもと教科書全国ネット21事務局長）が登壇。
さすがのトークショウでした。玉城愛さん（元SEALDs琉球大学大学院生）
の特別発言もありました。
午後のシンポ「平和な未来を子ども・青年とともに」には、香山リカ氏（精

神科医）、田中孝彦氏（教育学者）、嶽村久美子氏（福岡県保育センター）、
渡邊晶帆氏（福岡大学大学院生）が登壇、子どもと青年を取り巻く厳し
い状況が語られました。河浦龍生氏の特別発言もありました。アピールを
採択し閉会しました。

「平和をあきらめない北九州ネット」
安倍改憲ＮＯ実行委員会

　12月11日（月）、定例の実行委員会が開催されました。原則第２．４月
曜日18：30です。
これまでの3000万署名の推進状況の報告と今後どのように各区の署名
数を把握するかを検討しました。今後の実行委員会に、各地域の署名推
進実行委員会からの代表出席を確認した。

＜今後の日程＞

12月19日 ( 火 )18 時～19日行動＠小倉駅前
12月25日 ( 月 )18 時 30 分～実行委員会＠北九州生涯学習総合センター1階Ａ会議室
1月11日 ( 木 )18 時 30 分～実行委員会＠同上 1階情報学習室
1月17日 ( 水 )18 時 30 分～憲法大集会実行委員会準備会＠同上 3階絵画室
1月19日 (金 )18 時～19日行動＠小倉駅前
　※さよなら原発と要調整
1月22日 ( 月 )18 時 30 分～実行委員会＠北九州生涯学習総合センター1階A会議室
2月15日 ( 木 )18 時 30 分～実行委員会＠未定
2月19日 ( 月 )18 時～19日行動＠小倉駅前
2月26日 ( 月 )18 時 30 分～実行委員会＠未定
3月12日 ( 月 )18 時 30 分～実行委員会＠未定
3月19日 ( 月 )18 時～19日行動＠小倉駅前
3月26日 ( 月 )18 時 30 分～実行委員会＠未定
4月 9日 ( 月 )18 時 30 分～実行委員会＠未定
4月19日 ( 木 )18 時～19日行動＠小倉駅前
4月23日 ( 月 )18 時 30 分～実行委員会＠未定
5月 3日 ( 木・祝 )( 仮 ) 憲法大集会

若松区民の会再開総会に30名
　12月12日（火）、３回の準備会をかさね、若松区民の会が再開総会を
開催しました。30 名が参加し、区民の会が活動再開です。
学習会として、出前講演「公共施設マネジメントについて」北九州市都
市マネジメント政策課より説明を受けました。前田
憲徳弁護士が「憲法９条改悪は許さない」を講演、
3000万署名活動の大切さを確信しました。
総会では、山内涼成市議が行動提起と役員体制、

財政について説明し、満場一致で承認されました。
当面の活動として以下の３点が確認されました。
①公共施設利用料金値上げ反対署名にとりくむ
②若松九条の会と連携し、安倍改憲ＮＯ3000万署名推進実行委員会
をつくり、とりくむ
③市長選挙をめざし、幅広い区民の結集と民主市政を実現するために
全力をあげます
最後に、新しく代表になられた川上洋一さんが決意と閉会挨拶をしました。

第279回　さよなら原発金曜行動
　日時：１月５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：１月11日 ㈭　18：30
　場所：生涯学習総合センター

北九州市民の会幹事会
　日時：１月11日 ㈭　18：30
　場所：ムーブ5Ｆ小セミナー室

3000万署名を推進する小倉地区の会
　日時：１月12日 ㈮　10：30
　場所：西小倉市民センター

第280回　さよなら原発金曜行動
　日時：１月12日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ

北九州春闘共闘連絡会・北九州地区
労連共催「2018年新春旗開き」
　日時：１月12日 ㈮　18：30
　場所：小倉リーセントホテル2Ｆ大ホール

三上智恵講演会
「米軍基地と私たちの暮らし」
　日時：１月16日 ㈫　18：00
　塲所：ムーブ大セミナー室
　主催：沖縄と私たちの暮らしを考える会
　協賛：北九州市民の会
 （参加自由無料）

市民の会と各区代表者合同会議
　日時：１月17日 ㈬　10：00
　場所：戸畑生涯学習センター

第281回　さよなら原発金曜行動・
平和をあきらめない北九州ネット定例宣伝行動
　日時：１月19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：１月22日 ㈪　18：30
　場所：生涯学習総合センター

第282回　さよなら原発金曜行動
　日時：１月26日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ

今後の予定
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