
旧競輪場跡地の活用を考えよう
「門司区民の会」が集い

９月15日（土）、門司区民の会は、「門司競
輪場跡地をみなさんで考えるつどい」を門司体
育館卓球場で開催し、45 名が参加しました。
森下宏人区民の会代表委員の経過報告のあと、
参加者の意見交換が熱心になされました。案内
チラシを見て参加したMさん（70 歳）は、「ずーっ
と門司陸上競技場を利用していた。市の説明会に参加したが、いきなり
廃止で一方的な話だった」。高田のTさんは「複合施設になることで、コ
ストはどうなるのか知りたい」。奥田のDさんは「競輪場跡地に総合施設
的なもので、長期でも避難できる機能をもったものが必要」などの意見が
出されました。門司競輪場跡地の民間売却を中止し、市民のための活用
策を検討するよう求める市長への要望と市議会への陳情を全会一致で採
択しました。

北九州地区労連　第30回定期大会
9月16日（日 ) 10：00 ～ 16：00、地区

労連定期大会が開催されました。27名の
来賓を迎え、８名が連帯挨拶。2018 年度
運動方針・秋季年末闘争方針・予算案等、
すべての議案が採択された。大会宣言を採
択した後、永富議長の音頭による「団結頑
張ろう！」で閉めた。

辺野古新基地建設反対！
9・18「沖縄連帯」小倉駅大宣伝行動

9月18日（火）、「沖縄と私たちの暮らしを考える会」が、「沖縄連帯」
小倉駅大宣伝行動をしました。300 名以上が参加。「辺野古に新基地は
要らない！」「玉城デニーさん勝利を！」と訴えました。リレートークとビラ
配布、署名活動をしました。宮村みつおさんは、三線でアピール。最後は、

みんなで「沖縄をかえせ」を大合唱し、ブルー
のウチワをかざして記念撮影し。宣伝行動
は、大成功しました。「沖縄と私たちの暮ら
しを考える会」は、今後も存続し、継続し
て活動していきます。

北九州平和ネットが定例行動
9月19日を忘れるな！

安保関連法制（戦争法）が、2015 年 9月
19日未明の参議院本会議で自民・公明の与
党ほかの賛成多数で強行された日です。平
和をあきらめない北九州ネットは、19日毎月
宣伝行動にとりくみました。小倉駅南口デッ
キには、労働者、弁護士、女性など 30人
が参加しチラシの配布、署名の集約に取り組み、リレートークを行いました。
（堀田和夫氏 FBより）

「平和のための戦争展in北九州」が
総括打ち上げ

9月20日（木）、大成功だった今年の戦
争展の総括・打ち上げ懇親会が、とことこ
（魚町）であり、盛り上がりました。第 1
回から今回までの記録とたくさんの感想文
をまとめた資料をもとに、出席者全員で総
括し、語り合いました。コムシティーの会
場もよかったということで、来年も同会場
で開催することを確認しました。みなさん、
ご苦労様でした！

北九州革新懇第19回総会
9月22日（土）、革新懇総会が開催されました。2つの特別報告で、革

新懇の役割と市政革新について学びあいました。
篠田清氏（共産党県副委員長）「市民と野党の共闘に時代、革新懇運
動に求められるものは」
石田康高氏（共産党市議団長）「北九州市政の現状と市長選の展望」

須崎事務局長から、運動方針・
役員提案・決算報告・新年度予算
案が提案され、各区の地域革新懇
から生き生きとした活動報告があり
ました。総会議案は一括拍手で採
択されました。

市職労第148回定期大会
9月23日（日）、「安部改憲 NO!　自

治体労働者として市民のくらしを守り憲
法、住民自治が活きる地域・職場をつ
くろう」というスローガンを掲げて、定
期大会が開催されました。運動方針案・
秋季年末闘争方針案・賃金確定要求案・
新年度予算等、第 1号～第 7号が提案
され大会宣言とともに、すべての議案が採択されました。新旧役員紹介・
挨拶の後、「団結がんばろう」で閉会しました。

３２０人が学んだ宮本雄二講演会
日中平和友好条約締結40周年記念

9月23日（日）、日本中国友好協会福岡県連合会が、元中国大使宮本
雄二講演会「新しい時代の日中関係はどうあるべきか」
（後援：修猷館同窓会，修猷法曹会，京都大学同窓会，
西日本新聞社，福岡医療団）を開催しました。宮本氏
はユーモアを交えて語り、「米中を衝突させない。それ
が日本外交の最大の課題であり、日中平和友好条約第
一条に明記されている『すべての紛争を平和的手段によ
り解決』することこそ基本である」と訴えました。
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第26回　幹事会開かれる
10月2日（火）、市長選挙の基本方針

を決める幹事会が開催されました。三輪
事務局長から市長選対策のこれまでの経
過が報告された。石田市議から北橋市
政に代わり、市民本位の市政をつくる基
本方針の提案がなされた。
政治確認団体結成に向けて具体的に以下の提案があった。
☆10月11日　政治確認団体結成への呼びかけ　人会議。
　 18：30　リーセントホテル
☆10月26日　政治確認団体結成への第１回準備会。
　 18：30　ムーブ小セミナー室
☆11月中旬　政治確認団体結成のつどい。

316回　さよなら原発！金曜行動
10月5日（金）、さよなら原発北九州の316 回目の金曜行動。久々の参

加です。台風接近で風が強く、プラスターが吹き飛ばされそうです。
北海道地震「ブラックアウト」の教訓は、

大発電所への依存。４割を原発に頼る九
電は、その意味においても危ない。
再生可能エネルギーがどんどん供給さ
れる九州。川内原発、玄海原発を止めよう。
おっ、中学生も署名。みなさん、ありが
とうございます。（田村貴昭氏 FBより）

「平和ネット安部改憲NO!」実行委員会開催
10月5日（金）、上記実行委員会が開催さ
れた。参加者は８名。3000万署名の到達点
を確認。主な議題は「11.３野党と市民との
対話集会」の持ち方について検討した。
11月３日（土 ) 14：00 ～16：00　
　　　　　　ムーブ 5F 大セミナールーム
平和ネット主催：「安部 9条改憲阻止のために～野党と市民との対話集会」
☆集会参加の要請文を作成し、5つの政党関係　機関に送付する
☆対話集会のチラシを近日中に作成する
次回実行委員会は10月18日（木）18：30　生涯学習総合センター

第31回八幡市民会館の活用を求める連絡会
10月9日（火）、上記連絡会が開かれた。いつものように、参加者（今
回は欠席者が多く10名）全員が発言し、しかも発言の途切れることはない。
２時間半の熱心な会議でした。
特に、次の３課題について討議を尽くした。
①八幡市民会館を埋蔵文化センターへ用
途変更することについて
②旧八幡図書館・記念碑について
③薬剤師会館の建設問題について
いずれも、市長、議会に対して、抗議文、
陳情書を提出し、市民要求運動を持続し広
めていくことになりました。①については、出前講演を要請し、広く市民
要求を出して方向性を出すことになりました。
11月８日（木 ) 14：00 連絡会　18：30 出前講演　大谷市民センター

呼びかけ人会議が開催されました
10月11日（木）、市長選挙をたたかう選挙確認団体結成に向けた呼び

かけ人会議を開きました。呼びかけ人は、棚次奎介氏、池上游氏、岩下
幸夫氏、前田一樹氏、前田憲徳氏、河村智重子氏、三輪俊和氏、堀田
和夫氏、篠田清氏の 9人。選挙確認団体結成のつどいを11 月24 日（土）
に開催することを決めた。場所未定。

北九州第1法律事務所50周年記念
記念講演とレセプション

10 月 13 日（土）、第 1法律事
務所 50 周年記念の集いがありま
した。第１部は、石川康宏氏（神
戸女学院大学）の記念講演。「憲
法が生きる市民社会へ」と題して、
軽妙にユーモアを交えながら、93
枚のスライドを映しながら縦横に語
られた。4つの柱からなるお話（①
岐路に立つ日本の政治と社会　②
憲法の発展、日本資本主義の発展　
③日本国憲法に抗う戦後の諸傾向　
4憲法全体の実現に向かう市民の
成長）は、会場いっぱいに詰めか
けた参加者を魅了しました。
第２部は、記念レセプション。50
年で 50 名の弁護士が弁護活動に
従事されておられます。第 1法律から独立された 35 名と第 1法律所属の
15 名の弁護士さんです。これからも「人が個人として尊重される社会をめ
ざし、平和と民主主義をこの社会の中で実現するために活動する」（事務
所綱領）という思いに満ちた挨拶がありました。三浦久さんの米寿のお祝
いもかねたレセプションは、鏡開き、ビデオ上映、西日本工業大学沖縄県
学生会によるエイサの上演、事務所出身弁護士と所員の紹介がありました。
最後は、お祝いに参加したみんなで「世界に一つだけの花」を歌いました。

317回　さよなら原発！金曜行動
10月12日（金）さよなら原発！金曜行動
は 317 回目を迎えました。10月にしては、
寒さを感じました。今日は、歌声の皆さん
も参加されていました。うたごえとリレー
トークをしながら、署名活動をしました。
頑張ってください！と快く署名に応じてくだ
さる方も幾人かおられて、励まされます。最
後はいつものシュプレヒコールをしました。19日は、「平和ネット19日行動」
と重なりますので、30 分早く始まります。

☆10月19日（金）17：30 ～18：15　
　　　　　　　　さよなら原発金曜行動
☆10月19日（金）18：15 ～19：00　
　　　　　　　　平和ネット19日定例行動

320回さよなら原発金曜行動
　日時：11月２日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ

平和ネット野党対話集会
　日時：11月3日 ㈯　14：00
　場所：ムーブ大セミナー室

市民の会事務局会議
　日時：11月７日 ㈬　10：00
　場所：市民の会事務所

321回さよなら原発金曜行動
　日時：11月9日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ

322回さよなら原発金曜行動
　日時：11月16日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ

中村敦夫「線量計が鳴る」上演
　日時：11月1７日 ㈯　14：00
　場所：子どもの館

市民の会事務局会議
　日時：11月21日 ㈬　10：00
　場所：市民の会事務所

福岡県人権問題研究集会
　日時：11月23日 ㈮　10：30
　場所：サンレイクかすや

323回さよなら原発金曜行動
　日時：11月23日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ

324回さよなら原発金曜行動
　日時：11月30日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ

今後の予定
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