
三上智恵さんの講演に180人が感動！
1月16日（火）、三上智恵さんを招き米軍基地を考える市民講座が開催
されました。主催は沖縄と私たちの暮らしを考える会。健和会グループと

市民の会も協賛。演題は「米軍基地と私たちの暮
らし～沖縄は今～」、深刻な沖縄の現状と闘いを
臨場感いっぱいに話した。今や日本全土が標的
の村になっていることが怒りとともに実感された。

第4回市民の会・区民の会合同会議
1月17日（水）10：00 ～11：00　上記合同会議がもたれました。小倉、
門司からの参加にとどまり、市民の会事務局で全区民の会を訪問し、公
共施設値上げ反対陳情署名を全力で取り組むことを訴えに行くことを決め
ました。3月13日を目途に 2万筆目標を達成しよう。
次回の市民の会・区民の会の合同会議
2月14日（水）10：00 ～12：00　戸畑生涯学習センター

今年の戦争展：記念講演は望月衣塑子さん
1月17日（水）、「平和のための戦争展 in 北九州」の企画委員会が開
催されました。
今年は以下の要領で戦争展が開催されます。
8月18日（土）10：00 ～16：00
8月19日（日）10：00 ～16：00
会場：黒崎コムシティ
記念講演は望月衣塑子さん
（東京新聞社会部記者）
講演は、初日の18日、14：00 ～16：00です。
第 24回（2018 年）「平和のための戦争展 in 北九州」の

第 1回実行委員会案内
日時：3月6日（火）18：30　
場所：生涯学習総合センター（予定）
長年、戦争展を支え続けた野瀬秀洋事務局長さんが交代します！
ご苦労さんでした。
新しく　西健一郎事務局長さんになります。よろしくお願いします！

平和ネットが19日定例行動
１月１９日（金）18：30 ～19：10　「平和をあきらめない北九州ネット」

が毎月19日行動で、安倍９条改憲ＮＯ！を
市民にアピールしました。小倉駅ペデストリ
アンデッキには、70人を超える労働者・市
民が参加。チラシを配布したり安倍９条改
憲ＮＯ！３０００万人署名のとりくみをしまし
た。寒さも和らぎ、うたごえあり青年の訴え
ありでこれまでにない宣伝行動となりました。

第279回　さよなら原発金曜行動
「さよなら原発！北九州連絡会」の金曜行動は、第 279 回を迎えた。
この日は「平和ネット」の19日定例行動があるため、30 分早く、17：30
～18：30で「原発再稼働反対！」「原発をなくそう！」と訴え、署名活動を
した。北九州うたごえ連絡会も参加。棚次奎介代表、深江守事務局長等
によるリレートークでもアピールした。

北九州市立大学学術シンポ「科学技術と倫理」
1月27日（土）、市民向けに学術シンポ「科

学技術と倫理」～軍事と民生の狭間で～が
開催されました。3人の論客が、専門的な視
点から発表した。
池内了氏（名古屋大学名誉教授）「軍事化
する科学でよいのか」
望月衣塑子氏（東京新聞社会部記者）「日本で進む軍産複合体」
梶原昭博氏（北九州市立大学環境工学部教授：副学長）「工学系技術

者の立場から考えるデュアルユースと倫理」
シンポジウムでは、大平剛氏（北九州市立大学外国学部教授）から3
人への質問に答える形で討論。会場からも質疑応答があった。参加した
市民からシンポを開催した大学への謝辞が述べられた。

日中友好協会小倉支部が総会
1月27日（土）、日中友好協会小倉支部総会が開催された。大石正信
市議（支部長）の挨拶のあと渡辺事務局次長から議案提案、会計、役員

提案があり採択された。星野信さん（県連事務局
長）が「日中戦争 80 年を考える」と題して講話。
参加者全員が聞き入るお話であった。お昼は、あっ
たかい水餃子や中華料理で懇談しました。活力
みなぎる総会になった。

連続講座「憲法市民セミナー」が開かれます
　主催：憲法を見つめなおす市民の会　
　共催：5.3 北九州憲法集会
　各回参加費　500 円

第1回　
　2月23日（金）18：30 ～　
　北九州市立商工貿易会館
　伊藤千尋さん（ジャーナリスト）
　「世界から見た憲法ってどんな感じ？」

第 2回
　4月13日（金）18：30 ～
　ウエルとばた多目的ホール
　伊藤真さん（弁護士）
「憲法といっしょに私たちの生活も変わる？」
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福岡県労連第６９回評議員会が開かれました
２月３日（土）13 時 30 分から福岡県労連第６９回評議員会が開かれ、

北九州から４人の評議員と１人が傍聴参加をしました。全体では、45人
の評議員が参加。幹事会が提案した 2018
年春闘方針案が主要に討議され、提案され
た議案に対して12人が発言し議案の補強が
なされました。すべての議案は満場一致で採
択・承認されました。

門司で「公共施設マネジメントと
まちづくり」の学習会

２月４日(日 )、森裕之さん (立命館大学教授 )を招いて「公共施設マネ
ジメントとまちづくり」の講演会が開催され、73 名が参加。門司生涯学習
センター会場は、熱気にあふれました。門司モデルプロジェクトの問題点
と本質が明確となるとともに、プロジェクト計画が、住民参加なしに、行
政主導のままコンパクトシティ化が進められていることに驚きと怒りを感じ
るという意見が多く出されました。公共施設マネジメントとまちづくりを門
司区民の意見を反映させていくために、自ら街づくり運動に参加し広めて
いこうという決意を共有しました。なお門司区民の会準備会は、２月19日
（月）18：30 柳市民センターで、「門司区民の会再開総会」が開かれます。
さらに、森裕之さんを中心に、立命館大学研究プロジェクトで「人口減少
社会における都市政策」が推進されて
おり、3月28日 ( 水 ) 午後～29日 ( 木 )
にかけて門司モデルプロジェクトの調査
にプロジェクトチームが来られることに
なっています。

第1回　5・3北九州憲法フェスタ実行委員会
２月７日( 水 )、今年の５.３北九州憲法集会をどのように実施するかを
検討する実行委員会が開催されました。主な決定事項は、名称を「５.３
北九州憲法フェスタ」とし、お店やバルンアートなどのアトラクションをやり、

集会やデモを通じて、市民が楽し
く憲法を感じるようになるとともに、
3000万署名の広がりの集約となる
ようなフェスタにしようと決まりまし
た。

５月３日(木）北九州憲法フェスタ　勝山公園
12：00 ～14：00　イベント・アトラクション
14：00 ～15：00　集会
15：00 ～16：00　パレード
　次回実行委員会　3月9日（金）18：30　
　　　　　　　　　　　生涯学習総合センター

地域経済研究会の紹介
２月７日( 水 )、福岡県自治体問題研究所
で地域経済研究会がもたれました。当研究
会は、昨年から２ヶ月に1回ペースで研究発
表会をしています。主な参加者は、宮崎研究
所員、柳糸島市議、医福研の三輪・今富で、
延べ10 名ほどです。現在は、産業連関表を
駆使して、各自治体の産業構造の特徴や経済波及効果の分析をしていま
す。次回は、4月11日（水）「北九州市の産業連鸞表と住宅リフォーム助
成制度の波及効果についての発表があります。
●第 60 回全国自治体学校が、7月21日～23日に福岡で開催されます。
福岡県自治体問題研は、この受け入れの実行員会を立ち上げ準備中です。
●北九州市職労では、月1回ペースで自治研部会が開かれています。
次回は 2月22日（木）18：00　市職労本部で「北九州市公共施設マネジ
メント」の学習会をします。
以上紹介です。（文責　三輪俊和）

北九州春闘共闘連絡会総会＆学習会で決起
2018 年北九州春闘共闘連絡会と北九州地区医労連は、２月９日（金）、

18 時 30 分から、小倉北区毎日西部会館６階会議室で、北九州春闘共闘
連絡会総会＆学習会を開きました。総会・学習会には、加盟組合から60
人、子供４人に講師を含めて65人が参加し成功させることができました。
最後は、団結ガンバロウで決起しました。（堀田和夫さんＦＢより）

「城野遺跡公園を実現する会」結成総会
～ 歴史ロマンの新たなスタート ～

２月12日 ( 月 )、「城野遺跡の現地保存をすすめる会」を発展的に引き
継ぐ「城野遺跡公園を実現する会」が結成され
ました。結成総会には、著名な考古学の先生方
から励ましのメッセージが寄せられました。西谷
正氏（東アジア考古学）、近藤英夫氏（インダス
文明考古学）、武末純一氏（弥生時代集落構造
研究）、吉田広氏（弥生時代青銅器研究）です。「実現する会」会則、役
員人事、活動方針案を参加者全員で採択し、歴史ロマンを実現するために、
新たなスタートの決意を固めました。

市民の会・区民の会交流会
２月14日 ( 水 ) 各区の区民の会と市民の会事
務局との交流会を開催しました。冒頭、篠田さん
（日本共産党県委員会副委員長）から3000万
署名をめぐる情勢報告がありました。各区民の
会の活動状況を、3000万署名と「公共料金値上
げ反対」陳情署名のとりくみ中心に出し合いました。「公共料金値上げ反
対」陳情署名については、３月議会の陳情受付締め切り日の、３月13日
に第 1次署名分として議会に提出することを決めました。議会陳情は６月
議会までにできる予定です　次回の交流会は
３月20日 ( 火 )10：00 ～12：00　戸畑生涯学習センター

第285回　さよなら原発金曜行動
　日時：３月２日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ
戦争展第1回実行委員会
　日時：３月６日 ㈫　18：30
　場所：生涯学習総合センター
市民の会事務局会議　
　日時：３月７日 ㈬　10：00
　場所：市民の会事務所
小倉地区の会実行委員会　
　日時：３月８日 ㈭　18：30
　場所：生涯学習総合センター
第286回　さよなら原発金曜行動
　日時：３月９日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ
市職労退職者をはげます集い
　日時：３月９日 ㈮　18：15
　場所：リーガロイヤルホテル
第2回　5.3北九州憲法フェスタ実行委員会
　日時：３月９日 ㈮　18：30
　場所：生涯学習総合センター
3.11さよなら原発北九州集会
　日時：３月11日 ㈰
　場所：三萩野公園
安倍改憲ＮＯ北九州実行委員会
　日時：３月12日 ㈪　18：30
　場所：生涯学習総合センター
「みんなの小倉タイムスを支援する会」総会
　日時：３月15日 ㈭　18：30
　場所：北方市民センター
第287回　さよなら原発金曜行動
　日時：３月16日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ

ＪＳＡ北九州分会例会
　日時：３月16日 ㈮　18：00
　場所：西小倉市民センター
　講師：「日本のエネルギー基本計画の検討」
 中西正之氏
小倉地区の会ロングラン宣伝行動
　日時：３月17日 ㈯　11：00
　場所：小倉駅デッキ
3.18いのちと暮らし守る福岡県民集会
　日時：３月18日 ㈰　13：00
　場所：冷泉公園
平和をあきらめない北九州ネット定例宣伝行動
　日時：３月19日 ㈪　18：00
　場所：小倉駅デッキ
市民の会・区民の会交流会
　日時：３月20日 ㈫　10：00
　場所：戸畑生涯学習センター
野依勇武さん講話「若松の戦争を語る」
　日時：３月21日 ㈬　13：30
　場所：平和資料館
第288回　さよなら原発金曜行動
　日時：３月23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：３月26日 ㈪　18：30
　場所：生涯学習総合センター
第289回　さよなら原発金曜行動
　日時：３月30日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ
「くらしと福祉」編集委員会
　日時：３月30日 ㈮　10：00
　場所：医福研

今後の予定
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