
北九州社会保障推進協議会第23回総会
井上英夫氏（金沢大学名誉教授）が学習講演
6月16日（土）、上記総会に96 名が参加、会場（大手町地域交流センター）
いっぱいとなりました。高木健康弁護士（会長）の開会挨拶に続き、井上
先生が「社会保障レボリューション　
いのちの砦・社会保障裁判」につい
てユーモアを交えてわかりやすいお
話でした。平和的生存権と人権とし
ての社会保障について学びました。
総会では、2018 年度の活動方針、
予算案、役員人事が一括承認されま
した。

2018年総会＆春の共育集会
コーヒー＆ケーキで楽しく学習

6月17日（日）、北九州子どもと教
育のために手をつなぐ会が総会と学
習会を開きました。ティタイムを楽し
みながら、リラックスした雰囲気で、
第 1部総会と第 2部学習会がもたれ
ました。梅原利夫（和光大学名誉教
授）さん「人間らしさを育む学力とは」と題した学習会は、参加した諸先
生方との質問・対話を交えた双方向のやりとりがあり、未来の希望が拓け
るようでした。

市民の会事務局と3市民運動団体相談会
6月18日（月）、北九州の3つの市民運動団体のリーダー3 名に市民の
会事務所に来ていただき市民運動交流会のもち方について相談会をしまし

た。ご出席は、三浦日佐代さん（八幡市民
会館の活用を考える連絡会）、永田由紀さ
ん（城野遺跡公園を実現する会）、高橋都
さん（門司区民の会と門司モデルプロジェ
クト）。相談会の結果、以下の要領で市民
運動交流会を開催する企画が決められまし
た。

北九州市民運動交流会
　8月4日（土）14：00 ～16：00　
　　　　　　戸畑生涯学習センター（予定）
＜参加予定運動団体＞それぞれ数名
☆八幡市民会館の活用を考える連絡会
☆城野遺跡公園を実現する会
☆門司区民の会と門司モデルプロジェクト
☆辺野古埋め立て土砂搬出反対北九州連絡協議会
☆若松のエネルギー基地化を考える会・響灘を危険物ゴミ捨て場に
　　するなの会
各区民の会からそれぞれ 2名、市民の会事務局

平和ネットが19日定例街宣行動
「平和をあきらめない北九州ネット」は、
６月19日（火）18 時から、小倉駅前広場
で定例の街宣行動を取り組みました。強
い雨が降る中、60人の仲間が参加し、安
倍改憲ＮＯ！の3000万署名活動とリレー
トークでアピールしました。チラシの受け
取りは雨のためか少し悪かったが、参加した仲間は明るく元気に訴えまし
た。

北九州市政と北九州市長選挙を語り合おう
北九州地区労連と市民の会が懇談会

6月27日（水）18：30　市立生涯学習
センターで、市民の会と北九州地区労連の
役員の皆さんと市政・市長選挙に関して語
り合いました。永富議長、堀田事務局長
はじめ、11名の地区労連役員の皆さんが
参加。市長選挙について、「幅広い共闘
体制をつくって闘うべきだ」「早く候補者を決めることが最重要だ」等、率
直な意見の交流をしました。

新婦人北九州７支部と市民の会が懇談会
市政と市長選対策について

６月29日（金）、上記懇談会がもたれました。新婦人７支部から14 名
の皆さんに参加いただきました。「今の段階で政策も候補者も決まってい
ないのは取り組みが遅すぎる」という意見など、市民の会に対する不満や

要望が出されました。「公共事業を批
判するだけでは市民の支持は得られ
ない」「若者にアピールするような新し
い切り口はないだろうか」「高齢者の
居場所づくりが必要だ」「こんな北九
州なら住んでみたいとなる政策が必
要」等、様 な々意見が出されました。

３０３回　さよなら原発！金曜行動
　６月29日（金）、さよ
なら原発北九州の第 303
回金曜行動。野党共同提
出の原発ゼロ法案が衆院
経産委員会に付託された
ことを報告。電力会社は、
原発稼働させて電気料金
値上げ。安倍首相は、原
発が止まっているから、電
気料金が高いと言ってきた
ではないか。省エネと再生可能エネルギーヘの転換こそ人類の選択肢だ。
「がんばって」。老若男女から賛同の声。励みになります。（田村貴昭さんＦ
Ｂより）
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集中豪雨、甚大な被害！
北九州市での議員支援活動レポート

田村議員が連日
大雨の被害は自衛隊にも及んだ。小倉北区足立山のふもとにある富野
弾薬庫（分屯地）。住宅地につながる山道から大量の土砂が流れ出した。
普段なら自衛隊が住宅地の片付けをするのだが、今回は音沙汰がないと
大石市議。許可を得て分屯地まで上ってみたら、山道の途中で土砂崩落、
そして分屯地内においても、土砂崩れ
が起きたという。
災害対応に慣れている自衛隊も、今
回の大雨には九州の応援を得て普及に
あたっている。全て自前でやるとのこと
だ。（田村国会議員ＦＢより）

高瀬県議も連日、支援活動
「ミシミシ･･･雷が鳴るときのあんな
音がして、山肌が崩れてきた」。近くの商
店主の方が語ってくれました。２人が行
方不明となっている門司区奥田。懸命
の捜索活動が夜を徹して続けられてい
ます。どうにか助かってほしい。高橋都
市議の案内で、被災箇所を見て回りまし
た。（高瀬県議ＦＢより）

大石市議も奮闘
第 5 報 今日は、田村貴昭衆議院議員と霧が丘の崖崩れ災害現場を視
察し、被災されたからお話を伺いました。また、妙見町では、道路が陥
没して、自動車が埋まった現地を視察。また、陸上自衛隊富野弾薬庫では、
道路が寸断されていました。この土砂災害が須賀
町常盤町の道路に土砂が流れ込んでいました。大
石市議のＦＢには、動画での被災状況をはじめ、
連日の支援活動が詳しく掲載されています。（大石
市議ＦＢより）

藤沢市議のＦＢ報告
6 ～８日の大雨は西日本一帯に甚大な被害をもたらしています。亡くなら
れた方行方不明者も多数で胸が痛みます。
６日７日と東谷川紫川の北九州市になるところを見て回りました。国道
３２２号沿いは新道寺、木下、市丸で東谷川が溢れ田んぼが広範囲に冠
水。旧３２２号は渓流の土石流が道路に。合馬道原も土石流や路肩の崩
壊など各所に。小倉南区役所街造り整備課に住民の「何とかして」という
声を届けに行きましたが、３２２号のことはわかっていると言う担当係長。
はいお邪魔虫でしたね、スミマセン。
東谷市民センターではヘルスメイトさんが炊き出し。カレーをごちそうに
なりました。合馬の道路路肩は合馬川の水に抉られていました。傍に立つ
わが党の看板は健在。県の管轄で高瀬県議が既に県に通報済みとのこと。

県に川をさらえてという要望は届いていたとのこと
ですが、予算が無いと先延ばしで間に合わなかっ
たようです。不要なダムより、下北道路より防災
対策に予算を回して欲しいものです。

「安倍改憲ＮＯ！3000万署名」に取り組む
毎週土曜日、11：00 ～12：00　「安倍改憲ＮＯ！

3000万署名」に、どこかの団体が取り組んでい
ます。7月7日の第一土曜日は、北九州憲法共同
センターの皆さんが、前田憲徳代表をはじめ、安
倍改憲と安倍政治を許すな！と訴えました。14人
参加で 25 筆の署名が集約されました。小倉駅では七夕のイベントで七夕
飾りが作られ、多くの方（主に女性）が、短冊に願いを書いて飾っていま
した。（写真は堀田和夫氏ＦＢより）

今年も平和行進にご参加を！
国民平和行進の北九州市のコースは、以下のようになっています。元気
に行進、平和をアピールしてください。市民の会ホームページには、福岡
県の全行程表を掲載しています。

7月18日（水） ９：00　ＪＲ黒崎駅出発
　　　　　　 12：10　牧山グッディ前で戸畑に引き継ぎ
7月19日（木） 10：30　牧山グッディ前出発
   12：00　戸畑区役所着：歓迎集会
   14：00　戸畑区役所出発
   15：20　戸畑民商出発
   17：30　勝山公園着
7月20日（金） 14：00　下曽根駅出発　
         17：00　小倉民商出発
   17：40　勝山公園着

市民の会事務局だより

 ●  たより1： 企画運営委員会
 7月26日（水）18：30　市民の会事務所
北九州市長選挙について、市民の会としての対策を話し
合います。

 ●   たより2： 北九州民商と市民の会の懇談会
7月27日（金）19：00　小倉民商 3Ｆ会議室
地区労連、新婦人に続き、北九州民商と市政・市長選
挙について懇談します。

 ●   たより3： 市民運動交流会
8月4日（土）14：00 ～16：00　戸畑生涯学習センター
城野遺跡公園、八幡市民会館活用、門司モデルプロジェ
クト問題、辺野古土砂搬出、戸畑母と子ども図書館、若
松風力発電問題等に関わり大きな市民運動が起きていま
す。市民運動を交流し合い、先進的な運動の教訓を学び
合い、運動の発展を目指します。

市民の会事務局会議
　日時：８月１日 ㈬　10：00
　場所：市民の会事務所
307回さよなら原発金曜行動
　日時：８月３日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ
「市民運動交流会」主催：市民の会
　日時：８月４日 ㈯　14：00
　場所：戸畑生涯学習センター
稲嶺進講演会
　日時：８月５日 ㈰　14：00
　場所：商工貿易会館
　参加費：1000円
　主催：辺野古埋め立て土砂搬出
　　　　   反対北九州連絡協議会
県自治研地域経済研究会
　日時：８月８日 ㈬　14：00
　場所：自治体問題研究所
308回さよなら原発金曜行動
　日時：８月10日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ

市民の会事務局会議
　日時：８月15日 ㈬　10：00
　場所：市民の会事務所（予定）
309回さよなら原発金曜行動
　日時：８月17日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ
「平和のための戦争展in北九州」
　日時：８月18日 ㈯　14：00
　場所：黒崎コムシティ、子どもの館
　講演：望月衣塑子さん
「平和のための戦争展in北九州」
　日時：８月19日 ㈰　13：00
　場所：西生涯学習Ｃ
　青年主張・語り部
310回さよなら原発金曜行動
　日時：８月24日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ
平和ネット講演会：高田健氏
　日時：８月25日 ㈯　14：00
　場所：生涯学習総合センター
小倉3000万署名実行委員会
　日時：８月28日 ㈫　18：30
　場所：生涯学習総合センター
311回さよなら原発金曜行動
　日時：８月31日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ

今後の予定
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