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第 2 回映画「母」実行委員会
藤沢議員が小林多喜二を語る
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幹事会開かれる
5 月 23 日、市民の会幹事会がもたれ

5 月 18 日、映画「母」実行委員会で、宮

ました。幹事の方の出席率は、芳しくあ

本百合子とともに小林多喜二についても憧

りませんでしたが、2017 年度の時宜にか

憬の深い藤沢市議が「小林多喜二とその時

なった活動方針とこれを実行するための予算案が討議され満場一致で採

代」について語った。多喜二の生涯と代表

択されました。また、5 団体より、大変刺激的な市民運動交流・意見発表

作品を結びつけ、共謀罪の今と重ね合わせ

がありました。具体的な活動方針については、市民の会 Blog に掲載され

た卓話だった。映画「母」上映成功のため

ています。

全力をつくす決意を固めることができた。
＜追記：実行委員会ニュースから＞
5 月 27 日〜 28 日の小林多喜二の母の上映には、585 名の参加
がありました。
初日の 27 日の 14 時 30 分の上映には、会場をほぼ満席にする
状況となりました。
参加者の感想は非常によいです。わざわざ、受付の前で、
「良い
映画を見せていただきありがとうございました」と頭を下げられる方
もいらっしゃいました。

5 月 27 日（土）は、多くのイベントが
実施されました。
福岡県労連第６８回評議員会が、この日
開かれました。２０１７年春闘の総括、これ
からのたたかい（夏季闘争）
、共謀罪成立
阻止に向けた、たたかい等の議案は満場
一致で採択されました。
2017 年度北九州社保協総会があり、記念講演は、講師：長友薫輝氏「医
療・介護一体改革の行方と私たちの課題」は、いろんな問題が根本で結

「共謀罪」法案の強行採決に
怒りの 19 日集会

びついていることが分かりました。
そのほかにも、辺野古土砂搬出反対全国連絡
協議会第 4 回総会 in 北九州、福岡県自治体問
題研究所第 40 回総会も開催。

自民、公明、維新 3 党は 19 日、国民の内心を処罰する「共謀罪」法
案を衆院法務委員会で強行採決しました。平和をあきらめない北九州ネッ
ト主催の 19 日定例集会には、多くの市民・団体が参加、怒りの集会とな
りました。
集会は 18：30 〜 19：30、小倉駅デッキ。

共同センターが共謀罪反対宣伝行動
北九州憲法共同センターが毎週土曜日

北九州地区労連永冨議長、ＪＡＮＰＵの竹

１１時から共謀罪成立阻止をめざし宣伝行

内議長、ユニオン北九州の本村委員長など

動を取組んでいます。６月３日（土）
、小倉

が「共謀法案を必ず廃案にするために全力

駅前広場に健和会、北九州地区労連、新

を挙げる」と、怒りを込めて決意を述べま

日本婦人の会、北九州のうたごえ等から３４人が参加し、署名５２筆を集

した。最後はシュプレヒコールで閉めた。

約しました。マイクでの訴えは、共同センターの野瀬事務局員、新日本婦
人の会の植山さん、健和会からは門岡労組書記長、市職労の唐野さん。

第 246 回さよなら原発金曜行動

途中うたごえの仲間が共謀罪阻止、安倍内閣退陣を求める歌を披露しまし
た。楽しい、元気の出る宣伝行動でした。

5 月 19 日（金）、毎週定例の「さ

（堀田和夫氏ＦＢより）

よなら原発金曜行動」が、粘り
強く繰り広げられています。この
日は、平和をあきらめない北九州
ネット主催の19日定例集会もあり、

「いかんよ貧困・福岡の会北九州連
絡会」が学習会

参加者が多かった。246 回目にな

6 月 3 日（土）
、
「いかんよ貧困・福岡の会北九州連絡会」が。池田和

るさよなら原発は、17：30 〜 18：

彦筑紫女学院大学教授を招き、
「貧困・格差是正と生活保護・年金引き

30 小倉駅デッキで「原発廃炉」
「再稼働反対」をアピールしました。

下げ違憲訴訟」について学習会を開催しま
した。
「生存権保障と２つの社会保障裁判
を統一してたたかうことの意義」と題して、

北九州市民の会 月刊ニュース
分かりやく講演してくれました。
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2017 年春闘の総括、夏季闘争方針（案）などを提案し、5 人の評議員の

「いかんよ貧困・福岡の会」
（正式名称：生活保護基準引き下げ、年金

発言で補強された議案はすべて満場一致で承認されました。来賓として、

引き下げ違憲訴訟を支援する福岡の会）は、2015 年 10 月に結成しました。

北九州憲法共同センター代表の前田弁護士が参加し、極めて重要な局面

北九州連絡会は、今回の学習会を皮切りにして、北九州市での宣伝や加

になった共謀罪の廃案を求めるたたかいについて、
「6 月 14 日に小倉駅前

入のよびかけ、
財政活動などの支援を進めていくことにしています。構成は、

広場で廃案をめざす集会を開きます。多くの組合員の参加を！」と訴えまし

北九州地区労連、年金者組合北九州協議会、北九州生存権裁判を支え

た。
（堀田和夫さんＦＢより）

る会、北九州市生活と健康を守る会協議会、北九社保協などです。

健和看護学院と母親大会

北九州「働き方」学習会に 82 名

健和看護学院には、
「自治と人権」という授

6 月 10 日（土）日本共産党県・北九州

業科目があります。この授業では、毎年の北九

各委員会主催の「働き方」学習会が開催

州母親大会に参加し、そこで学んだことをベー

された。田村貴昭衆議院議員の国会報

スにして、
興味を持った社会問題をグループワー

告、道下地区労連事務局長の「北九州市

クで調べ、検討した結果をまとめて発表します。

の労働者の状況」の報告の後、基調講演は、筒井晴彦氏（党中央委員

今年も 1 年生 79 名が母親大会に参加、分科

会国民運動部）が「あなたの職場は大丈夫？

会のテーマを深め、6 月 5 日、発表大会が開催されました。原発問題、福祉・

〜安倍・労働法改正とＩＬＯの基準〜」について詳細な資料集を活用

医療・介護問題、働き方の問題、国際紛争問題、共謀罪等について、各

しながら、
論理明快に変革の理論を解説し感銘を与えました。資料集は「8

グループは、パワーポイントによるプレゼンテーションをしました。どの発

時間働けばふつうに暮らせる社会を」
「世界が重視する最低賃金制の役割」

表も、学生さんの自主的な主張と努力が感じられました。
「看護師を目指
す私たちは、社会に起こっていることを、これからもっと学び勉強していき

「人間らしい労働時間をめざして」
「リストラ対策かんれん」の 4 部作。大
変有意義な学習会であった。

ます。」という学生さんの決意は、クラス全員が共有しているように思いま
した。

村野藤吾の
八幡市民会館をもっと知る
「市民学習会」

（文責三輪俊和）

249 回さよなら原発金曜行動
さよなら原発！北九州連絡会による小
倉駅前の金曜行動は、6 月 9 日（金）に
249 回目を迎えました。この日のスピーチ

6 月 10 日、市民学習会の会場（八幡東生

には、田村貴昭衆議院議員が参加し、さ

涯学習センター講堂）
は、
熱心な参加者でいっ

よなら原発を熱くアピールしました。青井さんの進行で、深江事務局長・

ぱいになった。
「文化遺産としての八幡市民

棚次代表、高瀬県議の訴えがあり、最後はシュプレヒコールで閉めました。

会館」についてドコモモ（近代建築保存の国

いよいよ来週（6 月 16 日）は、250 回となる節目の金曜行動です。多くの

際組織）日本支部幹事の笠原一人氏（京都

市民のみなさんの参加が期待されます。

工芸繊維大学助教）が講演した。

北九州地区労連が第 71 回評議員会

＜講師から寄せられた講演概要＞

北九州地区労連は、６月９日（金）１８時３０分から戸畑生涯学習セン

八幡市民会館は、八幡市（当時）の戦後復興と発展をリードした守田

ターで、第７１回評議員会を開きました。評議員会は、９月１０日の第 29

道隆市長の依頼により、後に文化勲章を受章する建築家・村野藤吾が設

回定期大会に向けて、

計し、1958 年に竣工したものです。八幡製鉄所にちなんだ赤茶色のタイ

役員定数の確認、役

ルに覆われ、ギリシャ神殿のようにシンボリックで堂々とした、それでいて

員検 討委、選挙管理

軽快で清清しい姿を見せています。それは戦後民主主義を象徴し、八幡

委 員の 選 出、 第 3 四

の戦後史を体現する優れた文化遺産であり、村野藤吾ならではの作品だと

半 期の収支報 告、決

言えます。竣工後 60 年近くにわたって市民に親しまれてきた、この建物の

算見込み、暫定予算、

文化遺産としての価値と今後の可能性について考えてみたいと思います。
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今後の予定

Ju

北九州憲法ネット主催：憲法連続講座
日時：７月１日 ㈯ 14：00
場所：戸畑けんわ5Ｆ

253回

さよなら原発金曜行動

日時：７月７日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ

福岡県社保協定期総会記念講演会
日時：７月８日 ㈯ 15：10〜16：45
場所：博多バスターミナル大ホール
日野秀逸氏「自分らしく生きる」資料代500円

映画「標的の島」上映
日時：７月９日 ㈰ 場所：商工貿易会館
①10：00 ②14：00
日時：７月10日 ㈪ 場所：コムシティ7Ｆ子どもの館
①11：00 ②14：00

254回

さよなら原発金曜行動

日時：７月14日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ

日中国交回復45周年・八幡支部結成10周年記念 劉福君二胡コンサート
日時：７月16日 ㈰ 14：10
場所：黒崎コムシティー7Ｆ子どもホール

城野遺跡の現地保存をすすめる会講演会
日時：７月17日 ㈮ 14：00〜16：30
場所：商工貿易会館200円
講演：西谷正氏「城野遺跡公園の実現に向けて」
白木英敏「いせきんぐ宗像・田熊石畑遺跡歴史公園からのメッセージ」

255回

さよなら原発金曜行動

日時：７月21日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ

福岡県革新懇第28回総会
日時：７月22日 ㈯ 13：30
場所：早良市民センター

256回

さよなら原発金曜行動

日時：７月28日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ

第9回

市民講座

日時：７月29日 ㈯ 18：00
場所：市立生涯学習総合センター3Ｆ大ホール
森裕之氏「公共施設マネジメントと街づくり」

