
第10回市民講座について協議
8月16日（水）、定例の事務局会議に教育

関係者も参加していただき、第 10 回市民講
座の要領について話し合いが行われました。
教科書問題や道徳教育の教科化について議
論し、おおよその要領が決まりました。

10月21日（土）14：00 ～16：30 市立生涯学習総合センター３Ｆホール
      基調講演 70 分：俵義文氏（子どもと教科書全国ネット21事務局長）
      地元報告 30 分
  　 意見交換・質疑・応答 40 分

9月6日（水）    10：00 ～11：00 事務局と教育関係者の合同会議で、
      さらに具体化する予定になっています。

259回さよなら原発！金曜行動
8月18日（金）、お盆明けの金曜日。でも暑かった。「さよなら原発！北

九州連絡会」の皆さんは、第 259 回金曜行動も元気に「原発廃炉！」「再
稼働反対！」を訴え、署名活動をしました。参加者は18 名で、やや少人

数でした。8月25日（金）、260 回金曜行
動は、青い空合唱団も加わり、27名参加。
今年の猛暑も乗り切り、さよなら原発金曜
行動は、継続します。毎回参加されておら
れる皆様に頭が下がります。

平和をあきらめない北九州ネットが学習会
8月19日（土）、定例の19日小倉駅前集会
に代わって、8月は、総がかり行動実行委員
会共同代表の高田健氏（許すな憲法改悪市
民連絡会）を招き、「安倍改憲を止める！」と
題して大学習会を開催しました。会場は広範
な100 名を超える市民の方々が参加し満杯。安倍改憲を止めるために、
これまで以上の総がかりな規模で国民運動を展開する必要があることを共
通認識にできたように思います。2 時間の大学習会は、今後の北九州にお
ける市民連合の広がる契機になりそうです。

～第５回北九州人権問題公開講座～
纐纈厚山口大学名誉教授が記念講演
8月20日（日）14 時から、北九大学で第 5回北九州人権問題公開講

座が開かれました。北九州人権連や日本共産党市議団、北九州地区労
連、新日本婦人の会、市内民主団体などから74人が参加し、纐纈厚山
口大学名誉教授の記念講演「安倍政権の本質と人権の危機」～共謀罪で
示された人権破壊政治を許さないために～に聞き入りました。纐纈さんの

講演は、当初予定されていた 90 分をはる
かに超え120 分間、熱く語ってくれました。
5人の参加者からの質問にも丁寧に応えて
くれ、安倍政治の危険性がよく理解でき、
一日でも早く安倍政権を倒さなければと思
いました。（堀田和夫氏ＦＢより）

「玄海原発再稼働許さない！」オール九州集会
8月27日（日）、くらくらするような炎天下
に2500人が天神繁華街の警固公園に集まり、
さよなら原発を訴えました。「再稼働はいのち
と故郷を奪うもの、私たちは、玄海原発の再
稼働に同意しない」という集会アピールを採択しました。韓国からも30人
が参加し、人と旗で会場は埋め尽くされました。その後、九電本店前に
二手に分かれてデモ行進、本店前の集会も盛会でした。健和会は、バス
5台を連ね200名が参加。たくさんの若者の参加で、集会を盛り上げました。

住民自治の広がりに市民運動の光が見える。
～八幡市民会館連絡会が市民交流会～

8月29日（火）、「八幡市民会館の活用を求め
る連絡会」は、15：00 ～17：30 市民意見交流
会18：00 ～ 20：00 懇親会を開催しました。意
見交流会には、自治会役員、街づくり協議会役
員、響き信用銀行職員、文化遺産をもまる会の方々

からなる総勢29 名の意見交換会で、全員が生き生きと思いを発表し合い
ました。「この運動を、もっと多くの八幡自治会、12のまちづくり協議会の
皆さんにも働きかけ、連携し広めていく工夫をしよう」ということになりま
した。懇親会は、大谷会館の豪華な部
屋で、高級料理を楽しみながら懇談し、
おなかも心も満たされました。最後に記
念写真をパチリ。
次回連絡会は以下の要領で開かれました。
９月12日（火）　
13 時 30 分～14 時 30 分　　前薗さんのお話し、質問など
14 時 30 分～16 時 00 分　　連絡会（９月議会に提出する陳情書の

 検討、今後のスケジュールなど）

北九州市が公共施設マネジメントと
使用料値上げで各区説明会

北九州市は、以下のように、7区で公共施設利用料の値上げ問題で説
明会を開催しました。
市政だよりに広報しただけで、ほとんどの市民は、公共施設マネジメン
トについては知らされていません。北九州市と連携している自治会・団体
等には参加要請が郵送されたようです。公共施設を削減するだけでなく、
利用料金を軒並み大幅に（最高 1.5 倍）一方的な値上げ提案。参加した
市民は、どの会場でも、住民の声を聞かない行政に、不満と怒りをぶつ
けました。

【以下の日程で説明会が行われました】
▼　門司生涯学習センター  8月17日㈭
▼　八幡西生涯学習総合センター 8月18日㈮
▼　ウェルとばた   8月21日㈪
▼　小倉南生涯学習センター 8月22日㈫
▼　若松生涯学習センター  8月23日㈬
▼　レインボープラザ  8月24日㈭
▼　生涯学習総合センター  8月29日㈫
いずれも、時間は、 18 時～19 時 30 分
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「９条の会・北九州憲法ネット」が
第14回総会・記念講演を開催

９月２日（土）、北九州憲法ネットが第 14回総会
を開催、以下の活動方針を採択しました。
① 日常的広報活動とネットワークづくりをします。
② 憲法連続講座を継続して開催します。
③ 市内 9 条の会の交流会を定期的に開催します。
④ 憲法を守る他団体との共同、協力など市民運動と連携していきます。
⑤ 事務局体制の強化をはかります。
総会後、小川和子さんの八重山民謡の歌と三線の演奏があり、うっとり
と聞き入りました。記念講演は、石川捷治氏（九大名誉教授）が「安倍一
強体制と朝鮮半島の危機」と題して、明快な説明とユーモアを交え語られ
ました。先生を囲んでの懇親会も盛り上がりました。

2017年度「北九州のうたごえフェスティバル」開催
～うたごえは平和の力、生きる力～

９月３日、今年も「北九州うたごえフェスティバル」が開かれ、北九州周
辺自治体のうたごえサークルの皆さんも加わ
り、次々に素晴らしいハーモニーを披露、若
松市民会館に響きわたりました。それぞれの
感動があり、生きる力が湧きました。

＜うたごえ今後の日程＞
９ 月24日㈰  福岡県のうたごえ交流会早良市民センター
10月 ７ 日㈯～ ８日㈰ 九州のうたごえ祭典 in大分
11月24日㈮～26日㈰ 日本のうたごえ祭典 inいしかわ

９月議会と市政懇談会
2016 年度の北九州市決算の審査を中心に議論する９月議会が、９月１
日～９月29日の日程で開催中です。９月５日（火）、日本共産党北九州市
議会による市政懇談会が開かれました。事業破たんで大量の借金をして
も責任を取らず、一方で、公共施設マネジメントで量をへらし、利用料も
上げる市政運営に、参加した市民から様々な批判と要望が出されました。
10 名の市議の皆さんの９月議会での
ご奮闘を期待します。傍聴に行きま
しょう。

五十嵐仁氏熱弁
「市民と野党の共闘で政治革新の道を切り開こう」
～ユーモアいっぱい、元気いっぱいの記念講演～
９月９日（土）14：00 ～16：30、第 18 回北九州革新懇総会と記念講
演会が開始され、84 名が参加。五十嵐仁さんのユーモアたっぷりの記念
講演に、参加者全員、時間の経つのも忘れるほど魅了されました。北九
州革新懇のホームページは、レジュメと講演が試聴できるようになってい
ます。アクセスしてください。 URL： http://kakushinkon.webcrow.jp/
＜たくさんのアンケートから抜粋＞
●勝利の方程式を解く、新たな政治文化を
身につける。とてもよく実感しました。あ
りがとうございました。いい時間でした。
（女60代）
●ユーモアの中で本質をつくお話、分かりやすい話、すばらしかった---久し
ぶりの感動
　「トランプのペット」→「トランペット」、「カゴイケ」→「カンゴクイケ」、
「トランプなのにハートがない」、シニア・レフト、「アベ首相より先に倒れ
ない」ようにガンバロー（男70代）
●大変ユーモアをまじえての話にわかりやすかった。この話しぶりをあちこ
ちで拡げてもらって大同団結で悪政に立ち向かう力を出し合えばよいと
思いました。このようないろんな立場の人たちが悪政に向かって戦うよう
広げていきたいと考えました。（男70代）
●ユーモアたっぷりのお話に楽しい学習会でした。野党共闘の実現でアベ

政権を倒すことを本当に実現したい。民進党に対する不安もありました
が、先生の転成仁語を読み、少し安心できました。安倍を倒すまで倒れ
ない！を合言葉に頑張りたい。（女60代）
●朝鮮半島の危機･･･絶対に戦争にしてはならないことが身にしみてわ
かった。共闘の基本・・・実際には、難しいこともあるが相手を尊重し、
励まし合ってＮＰＯの人達や、民進・社民の人達とももっとかかわってつ
ながりを広げていこうと思った。（女60代）

第18回北九州革新懇総会が開かれました
活動経過報告と小倉南・若松・八幡西・
戸畑の地域革新懇からの生き生きとした活
動報告の後、第 18 回活動方針・決算・新
年度予算・役員体制が報告され一括して了承・採択されました。

日中友好協会八幡支部が10周年記念講演
9月10日（日）、日中友好協会八幡支部は、
全国にも名をはせる日中友好の活動を広げてい
る支部ですが、ついに10 周年を迎え、この日、
総会と記念講演会を開催しました。午前中の総
会で、情勢に対応した今年度の活動方針を採択
し、会員全員で友好の絆を深めることを誓い合いました。午後は、戦争
と平和を語るというメインテーマのもと、渡辺武氏（元大阪城天守閣館長）
を招いて、「戦国のゲルニカ（大阪夏の陣図屏風）が訴える戦争の実態」
と題して講演。図屏風の写真の細部を拡大表示して、時代を超えた戦争
の悲惨さを訴えられました。素晴らしいお話でした。

餓死事件10周年
「あれから日本の生活保護はよくなったか」
　日時：９月30日 ㈮　13：00
　場所：ムーブ大セミナー室
　記念対談：雨宮処凛氏
　　　　　　尾藤廣喜氏
　資料代：一　般 500円
　　　　　弁護士 1000円
第266回　さよなら原発金曜行動
　日時：10月6日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ
わかまつ9条の会結成13周年記念
　日時：10月8日 ㈰　14：00
　場所：若松市民会館大ホール
　講演会：金平茂　
「辺野古埋立土砂搬出反対」北九州連絡協議会主催
　日時：10月8日 ㈰　14：00
　場所：商工貿易会館2Ｆ多目的ホール
　講演会：山城博治
第267回　さよなら原発金曜行動
　日時：10月13日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ
ＪＳＡ北九州分会例会
　日時：10月13日 ㈮　18：00
　場所：西小倉市民センター

　話題提供者：大平剛氏（北九州市立大学教授）

 「東アジアの安全保障」
憲法共同センター第4回総会
　日時：10月14日 ㈯　14：00
　場所：市立生涯学習総合センター
　記念講演：川田忠明氏
 （平和委員会常任理事）
 「憲法が日本の平和を守る」
第268回　さよなら原発金曜行動
　日時：10月20日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ
第10回 市民講座　
　日時：10月21日㈯　14：00
　場所：市立生涯学習総合センター大ホール
　基調講演：俵義文氏
 「戦争は教室の中から」
第59回　福岡県母親大会
　日時：10月22日 ㈰　10：00
　場所：クローバープラザ（春日市）
第269回　さよなら原発金曜行動
　日時：10月27日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ
福岡県自治体問題研究所：自治体フォーラム
　日時：10月29日 ㈰　10：00
　場所：西南大学
　基調講演：李 鍾元（LEE Jong Won ）氏
 （早稲田大学大学院教授）

今後の予定
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