
沖縄県民投票の黙殺をゆるさない！
辺野古新基地建設反対！
北九州市でも街頭宣伝活動

３月16日（土）、「北九州平和ネット」と
「辺野古土砂搬出反対北九州連絡会」が
共同し、「沖縄県民投票の黙殺をゆるさな
い！辺野古新基地建設反対！」の街頭宣伝
行動が小倉駅デッキで行われ、署名活動、
リレートークで訴えました。この日は沖縄での大集会が開催され、全国各
地で沖縄集会に呼応して辺野古新基地建設反対運動が取り組まれました。

３・17憲法が生きる未来を！県民集会
３月17日（日）、福岡県民集会が冷泉公園で開かれました。主催は福
岡県総がかり実行委員会。政党代表のあいさつは、立憲民主党野田参議
院議員、日本共産党田村衆議院議員、社会民主党福岡県連合村山幹事長、
福岡緑の党代表荒木福岡市会議員、会場には来ませんでしたが国民民主
党稲富衆議院議員はメッセージでの参加でした。安倍政治に代わる野党
連立政権の下、憲法が生きる未来を目指して総がかりで県民運動を盛り上

げていくことを誓い合いました。
集会でのリレートーク、集会宣言。
うたごえとシュプレヒコールで天
神までデモ行進をし、アピールし

ました。

北九州統一メーデー第１回実行委員会
３月18日（月）、第 90 回北九州統一メーデー
第１回実行委員会が開かれました。参加は、18
団体 20人で、実行委員会の始まる前に北九州の
うたごえの仲間の歌唱指導で、「真実は沈まない
と世界をつなげ花の輪に」の２曲を歌いました。
永冨議長のあいさつの後、堀田実行委員会事務局から開催日、開催場所
の確認が提案され満場一致で確認。第 90 回メーデー開催の意義と今後
のとりくみ、スローガン、メーデー財政、運営要綱、役員体制、財政案、
今後の日程などについて提案が有り、協議の結果大筋了承されました。ス
ローガンについては意見が集中し、消費税についてはもっと分かりやすい
ものに、築城基地が強化されている、爆撃機などの爆買い問題について
も入れた方が良いのではなどの意見が出され、第２回実行委員会までに事
務局まで案文を届けることが確認されました。５月１日（水・祝）10 連休
の中日の開催、90 回という節目のメーデーにふさわしい多くの参加を勝ち
取りたいものだ。

北九州統一メーデー第2回実行委員会
3月28日（木）、第２回北九州統一メーデー実
行委員会が小倉北区生涯学習センター１階会議
室で開かれました。参加は、他の行事とも重なり
13 団体 15人でした。会場については、勝山公園
図書館横広場。金田公園、堺町公園使用許可が
認められたことにより、５月１日（水・祝）10 時から開催することを確認し
ました。また、市内２つの公園から会場までの行進の許可も小倉北署か
らおりたことで予定通り、金田公園、堺町公園に９時に集まり花火の合図
で、式典会場までデモ行進で入場することが確認されました。オープニン
グは、北九州のうたごえと夢限太鼓演奏で、勇壮に開会します。プラカー
ド展やバザー、各団体からの要求課題についての発言コーナーも充実させ、
楽しい中でもたたかうメーデーの伝統を守るメーデーとして成功させる決意
を固め合いました。（堀田和夫氏 FBより）

３.19北九州平和ネットが定例街頭宣伝
３月19日（火）、北九州平和ネットが 19日定例行動を小倉駅デッキで

行いました。うたごえの皆さんも参加
し、うたごえとリレートークで安倍改
憲 NO！を訴え、3000万署名活動を
精力的に行いました。

区民の会・市民の会合同会議開催
３月20日（水）、上記合同会議を開催しました。永田候補を立てて頑張っ
た市長選挙を振り返りながら、区民の会の日常的な活動の大切さを確認
し合いました。北九州平和資料館の建設が進められていますが、北九州
市民として望む平和資料館にするために、各区で出前講演等を開催して全
市的な運動にしていく方針を決めました。若松の平和資料館から小野先

生に参加していただき、とりくみ状況を講
義していただきました。もう一つの決定事
項は、連休明けに市民の会の総会を開催
し、2019 年度の予算と活動方針を決める
ことになりました。総会は以下の要領で
開催されます。

☆日時：5月16日（木）18：30
☆場所：ムーブ小セミナー室
   「笑顔と希望の会」納会（決算報告） 18：30 ～19：00
   2019 年度「市民の会」総会  19：00 ～ 20：30

第37回八幡市民会館の活用を
求める連絡会

3月25日（月）、上記会議が開かれ、二つ
の方針を決めました。一つは、連絡会として
は、次の3点に関して公開質問状を提出し広
く市民に広報していく
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.公共施設マナジメント実行計画の施行規則制定について
３. 移転した八幡図書館の問題について
二つ目は、長期的なとりくみとして、「八幡駅前どおりを考える会」のよ

うな、もっと広い八幡区民を結びつける運動団体の立ち上げを検討するこ
とです。
次回連絡会は、4月15日（月）13：30 大谷市民センター

県議選挙告示！第一声！
3月29日（金）、知事選に続き、県議選挙

が告示されました。投開票はいずれも4月7
日（日）。小倉北区の大石正信候補は、11時、
旦過橋で第一声。篠田清知事候補決意表明、
田村貴昭衆議院議員の応援演説の後、大石正信候補が元気いっぱい熱
のこもった決意表明。参集者の大声援に見送られて街宣車に乗り込み出
発しました。たかせ菜穂子（小倉南区）、山口りつ子（若松区）、いとう淳
一（八幡西区）ともども、北九州市の 4つの必勝区で勝利しましょう。頑
張りましょう。

「夜明け前」上映会
呉秀三と無名の精神障害者の100年

３月30日（土）、「夜明け前」上映会と講演・シンポが黒崎ひびしんホー
ルで開催され、500 名が参加。呉秀三のドキュメンタリー映画「夜明け前」
は衝撃的であった。呉昭三について語った藤井克徳氏（きょうされん専務
理事）の講演とシンポは、さらに感動的で、多くのことを学ばされました。
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呉秀三医師の「わが邦十何万の精神病者は実にこの
病を受けたるの不幸の他に、この邦に生まれたるの
不幸を重ぬるものというべし」という言葉は、今に伝
わり、今に通じています。

※4月19日の「さよなら原発金曜行動」は、時間が以下の通り変わります。
17：30 ～18：30 その後
平和ネット行動が 18：30 ～19：30まであります。

平和ネット3000万署名実行委員会開催
４月12 日（金）、平和ネット「安倍改憲

NO!3000万署名」実行委員会が開催されました。
12 名が参加。3000万署名の各区の到達を確認
した後、今後の日程について討議し、主に以下
の決定をしました。
● 4月19日（金）の定例19日行動は、「さよなら原発金曜行動」の後、
　 18：30 ～19：30、小倉駅デッキでリレートークと署名活動を行う。
● 5月の19日行動は、北上田毅講演会の共同に変える
　 5月19日（日）14：00ウエルとばた中ホール 800 円主催：辺野古土砂
　 搬出反対北九州連絡会
● 5月3日（金）憲法集会の後、15：30より勝山公園で平和ネット集会
　 15：30 ～16：00 集会16：00 ～パレード

第19回統一地方選（前半戦）特集
４月７日投開票された統一地方選挙の前半戦で、日本共産党は、41道府
県議選では 99 議席（議席占有率 4.35％）を獲得しましたが、前回の111
議席（4.86％）から後退し、愛知県は新たに県議空白となりました。17 政
令市議選では、前回の136 議席（13.31％）から115 議席（11.36％）への
後退となりました。道府県議選では、今回新たに議席を獲得・奪還したと
ころが 16 選挙区生まれ、埼玉、富山、滋賀、和歌山、高知、大分では議
席を増やすことができました。一方、12道府県で議席を減らす結果となりま
した。

高瀬さん当選
高瀬菜穂子さんは、皆さんの
ご支援により、４度目の当選を
果たしました。高瀬さんが獲得
した得票は、14,020 票で過去
最高得票でした。この成果を力に、安倍暴走政治との闘いを強め「国民が
主人公」の日本への展望を開きましょう。

大石さん捲土重来
大石さんはFBで『県議選挙で落選しました。そのため、18 年間活動し

てきた生活相談所を閉鎖することになりました。田村貴昭衆議院議員から
引き継いできた命綱の相談所閉鎖は、たまりません』と発信されています。
写真上は、生活相談所の閉鎖の模様です。しかし、大石さんは捲土重来
を誓い、連日猛烈な活動をされています。「今日は、いっせい地方選挙後半

選挙の飯塚市会議選挙に挑戦する鵜
沼候補の応援でした。４月14日告示・
21日投票です。途中、土砂降りのあめ
にたたれましたが、ビラ配布と街頭宣
伝で頑張りました。」（大石さんFBより）

第90回北九州統一メーデー特集
第3回実行委員会開かれる

4月11日（木）18 時 30 分から、第 3回メーデー
実行委員会が開かれました。16 団体 17人の参加。

式典次第や要員確保、スローガ
ンの確認、メーデー宣言（案）な
どこれまでの実行委員会で協議した内容を確認し、メー
デー成功に向けたオルグ活動も提起し実施されたこと
が確認されました。オープニングは、北九州のうたごえ
と夢限太鼓演奏で、勇壮に開会します。プラカード展
やバザー、各団体からの要求課題についての発言コー
ナーも充実させ、楽しい中でもたたかうメーデーの伝統

を守るメーデーとして成功させる決意を固め合いました。（堀田和夫氏FBよ
り）

健和会労組メーデー企画
毎年取り組まれ多くの参加者に喜ばれている、
健和会労組メーデー午後企画映画上映会が今年
も取り組まれます。第 90 回北九州統一メーデー式
典が終了した後に、ムーブ２階大ホールで映画上
映会「アオギリにたくして」が行なわれます。入場
無料、事前申し込み不要、健和会労組組合員以
外の参加大歓迎、５月１日（水・祝）13 時 45 分
から上映されます。「多くの方のご来場をお待ちし
ています」と、健和会労組は呼びかけています。
＜映画解説＞「広島で被爆したアオギリの苗を

全国各地で植樹し始めた田中節子。世界的に広がりつつあるこの活動に興
味を引かれた片桐千草は、取材中に知り合った節子の妹から彼女の生前の
日記を預かる。そこには原爆により足を失った女性の苦しみが克明に綴られ
ていた。絶望の淵に何度も立たされながら、やがて彼女は平和の語り部と
して生きていく決意をする。彼女がアオギリに託した思いとは……。
この映画は、広島平和記念公園にある被爆アオギリの下で、沢山の人々
に被爆体験を語り継いできた沼田鈴子さんをモデルにした映画です。

２冊の本を推薦・紹介します
「北九州市民の会」の会員さんによる珠玉の本
を紹介します。
☆植山渚著「日本と朝鮮の近現代史」
小倉タイムス出版部
渡辺治さんは、推薦文で「著者は、天皇制国家

が維新期から続けてきた、日本の朝鮮に対する蔑
視、介入、植民地支配の跡跡を、一つ一つていね
いにたどり明らかにしている」と語っています。なか
なかの労作で是非ご購入されご一読してください。

☆森下宏人（発行責任）「松ヶ江民報 150 号発行：
記念縮刷版」
2003 年９月（第１号）～2018 年 10月（150 号）
住民運動、住民自治の長年の活動の蓄積に感動
します。ぜひ身近にこの貴重な一冊を置き、読み返
してください。

※4月19日の「さよなら原発金曜行動」は、時
間が以下の通り変わります。
17：30 ～18：30 その後平和ネット行動が
18：30 ～19：30まであります。

北九州統一メーデー
　日時：５月１日 ㈬　 10：00
　場所：勝山公園
「くらしと福祉」編集委員会
　日時：５月２日 ㈭　 10：00
　場所：医福研
北九州憲法集会
　日時：５月３日 ㈮　 13：00
　場所：ムーブ
平和ネット集会　
　日時：５月３日 ㈮　 15：30
　場所：勝山公園
344回さよなら原発金曜行動
　日時：５月３日 ㈮　 18：00
　場所：小倉駅デッキ
北九州憲法ネット事務局会議
　日時：５月８日 ㈬　 12：00
　場所：小倉東法律事務所
345回さよなら原発金曜行動
　日時：５月10日 ㈮　 18：00
　場所：小倉駅デッキ

市民の会事務局会議
　日時：５月15日 ㈬　 10：00
　場所：市民の会事務所
笑顔と希望の会幹事会
　日時：５月16日 ㈭　 18：30
　場所：ムーブ小セミナー室
市民の会幹事会
　日時：５月16日 ㈭　 19：00
　場所：ムーブ小セミナー室
346回さよなら原発金曜行動
　日時：５月17日 ㈮　 18：00
　場所：小倉駅デッキ
北上田毅講演会
　日時：５月19日 ㈰　 14：00
　場所：ウエルとばた中ホール
　参加費：800円
347回さよなら原発金曜行動
　日時：５月24日 ㈮　 18：00
　場所：小倉駅デッキ
第42回福岡県自治研総会
　日時：５月25日 ㈯　 13：00
　場所：早良市民センター
348回さよなら原発金曜行動
　日時：５月31日 ㈮　 18：00
　場所：小倉駅デッキ

今後の予定
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