
第10回市民講座「戦争は教室の中から」
 １２月１６日（土）14：00 ～16：30　ムーブ大セミナールームにおいて

第 10 回市民講座が開催されました。
基調講演は、俵義文氏（子ども教科書
全国ネット21事務局長）を講師に招き、
安倍「教育再生」政策は子どもたちをどこ
に導くかと題して講演が行われました。
はじめに　グローバル企業と「戦争する国」
の「人材」をつくる安倍「教育再生」

1、「愛国心」など特定の価値を子ども・教育　に押しつける道徳の「教
科化」
2、2017年小学校道徳教科書の採択
3、道徳教育は、個人の尊厳を基本に一人ひとりの子どもたちの人格の完
成をめざす
4、大問題！子ども不在の新学習指導要領
5、家庭教育支援法案の危険なねらい
6、安部政権「教育再生」政策に反対する大き　なたたかいを地域から
全国へとのお話がありました。

引き続き、地元から報告として、牟田口カオル氏（子どもの教科書を読む会）
「道徳教科書採択に向けての取り組み」と三浦日佐代氏（北九州子ど
もと教育のために手をつなぐ会）「職業・労働教育とは」の報告が行われ、
参加者の討論・意見発表がありました。「俵義文さんを囲む夕べ」には、
８名参加し、料理に満腹、話にも満腹しました。

第１回「中村敦夫朗読劇公演」実行委員会
　12月18日（月）、木枯し紋次郎でお
馴染みの中村敦夫が演じる朗読劇を北九
州市で公演しようと「さよなら原発！北九州
連絡会」を中心に第 1回実行委員会が開
催されました。
朗読劇「線量計が鳴る」は、原発の町
で生れ育ち、原発で働き、原発事故ですべてを奪われた。これは天命か、
それとも陰謀か？老人は、謎解きの旅に出る -------。
5月末の日曜日（未定）をメドに調整することが決まりました。次回実行

委員会は以下のとおり。ご自由にご参加ください。
第 2回「中村敦夫朗読劇公演」実行委員会
1月25日（木）18：30　生涯学習総合センター

今年最後の平和ネット定例行動
～寒波にめげず、元気な声で！～

　12月19日、小倉駅前ペデストリアンデッキ周辺で、今年最後の平和
をあきらめない北九州ネットの宣伝行動が
取り組まれ、46人が参加、53 筆の「安倍
9 条改憲ＮＯ！　憲法を生かす全国統一署
名」が集約されました。クリスマスを前にイ
ルミネーションが輝き素敵な街並みを見せ
てくれましたが、寒波襲来でたいへん寒く

震え上がる宣伝行動となりました。参加者はみなさん元気で大きな声で署
名を訴えていました。

小倉区民の会結成相談会が開かれました
12月20日（水）11：00 ～12：00　小倉区民の会をつくるための相談会が、

12月6日（水）に引き続きもたれました。参加は、市民の会事務局 6 名
全員と以下の小倉民主団体代表。
岩下さん（代表委員）、門司小倉地区委員、柳井市議、人権連、新婦

人小倉南支部、健和会本部、健和会労組、小倉民商。討議の結果、事
務局長ができる中心的メンバーを決めることが鍵だということになり、事
務局中心に引き続き人選に努力することになりました。市民の会、当面の
日程は、以下のとおりです。
1月5日（金）18：30　企画運営委員会
　　　　　　　市民の会事務所　　
1月11日（木）18：30　市民の会幹事会　　
　　　　　　　ムーブ 5Ｆ小セミナー室

さよなら原発北九州連絡会が学習会
12月23日（土）14：00 ～17：00　3人の講師による大変中身の濃いお
話がありました。
メインの講演は、平井考治氏「福島甲状腺がんの不都合な真実」でし

たが、怪我をされ、来れなくなりました。このため予定より少人数の学習
会となりました。しかし、以下の3人のお話は、原発再稼働の理不尽さと
再生エネルギーの可能性について核心にせまる内容で、大変有意義な学
習会となりました。
深江守氏（脱原発ネットワーク九州）
　「原発再稼働のアキレスけん　地層処分と　中間貯蔵」
棚次奎介氏（さよなら原発北九州連絡会代表）　「神戸製鋼問題と原発
の安全性偽装」
小坂正則氏（脱原発大分ネットワーク）
　「世界で起きている再エネ革命と日本」

平和をあきらめない北九州ネット
安倍改憲ＮＯ実行委員会

12月25日（月）定例第 4月曜日、上記実行委員会が開催されました。
参加者10名。各地域の取り組みの状況が報告され、相互に確認されました。
3000 万署名がこの時点での目標達成がかなり遅れていること、署名宣伝活
動を年末・年始にかけて急速に広げていくことの必要性が強調されました。
○ 5.3 北九州憲法集会についての協議会には、　多くの参加を呼びかけます。
　1月17日（水）18：30　
　生涯学習総合センター3Ｆ絵画室
○次回実行委員会　1月11日（木）18：30　
　生涯学習総合センター情報学習室
○定例19日宣伝行動　1月19日（金）
      18：30 ～　17：10　青年を中心に実施

三上智恵さんのお話が聞けます
「沖縄などの米軍基地問題を考える市民講座」が、

2018 年 1月16日（火）18 時から小倉北区・ムーブ
大セミナー室で開かれます。この講演会は、「沖縄と
私たちの暮らしを考える会」主催で開かれ、「標的の
島」などドキュメンタリー映画で知られる三上智恵さ
んのお話がメインです。参加費も無料、多くの方の
参加をお待ちしています。（堀田和夫氏ＦＢより）
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2017年から2018年へ
地区労連、今年もよろしく！
地区労連忘年会（2017.12.27）

酉から戌にバトンタッチ、新しい年、楽
しみです。12月27日に、北九州地区労連、
北九州地域ユニオン、争議団共闘会議で、
2017年、年忘れの宴で、今年最後に懇親懇
談を計画し、34人の仲間が参加し、楽しい
ひと時を過ごしました。

地区労連旗開き（2018.1.12）
1月12日、今年も盛大に地区労連旗開きが開かれ、安倍改憲ＮＯ！

3000万署名を集め、安倍政権を倒し、国民の力で新しい国民の政府を
展望する年にしようと決意を固めました。

オープニングは、北九州うたごえ（2部のオー
プニングは夢限太鼓）。仁比・田村国会議員、
日本共産党県議団・市議団、真島さんにかわ
の祥子さん（県参議予定候補）等、勢ぞろい
で新年あいさつ・決意表明がありました。そ

れぞれのテーブルで新年の交流をしたり、抱負を語り合いました。最後は
団結ガンバロ！を会場いっぱいに腕を組み合い唱和しました。「いよいよ闘
いが始まったな」という思いを共有した新年旗開きでした。

市民の会「企画運営委員会」開催
1月 5日（金）、新年早 、々企画運営
委員会が開催され、1月11日（木）の
幹事会に向けて運動方針について協議
しました。前回の企画運営委員会は、
昨年の 4月25日（火）でしたから久し
ぶりです。
第 23回幹事会（5月23日）で決定された行動方針の実績が報告され、

とりわけ各区の区民の会が次 と々再開され活動が開始されていることを確
認しました。第 24回幹事会は、市民の会の飛躍を目指すインパクトのあ
るものにすべきであることが強調されました。

新年早 、々北九州女性の会が幹事会
1月6日（土）10：00 ～12：00、市職労本部で、女性の会幹事会が開
かれました。
年はじめということで、お餅を焼いてぜんざいを愉しみ、気分をあたた
かくして幹事会が開始されました。さすが女性の会です。
この日は、総会（2月16日）をひかえ、どのような活動をしていくべきか

活発な話し合いがなされました。女性の会は、「女性や子どもたちが、安
心して住みくらしやすい北九州市の実現をめざす」という活動の原点を確
認し、市民の会と連携し、3000万署名と「公共施設料金値上げ反対」陳
情署名に取り組み、北九州市長選を見すえ、日常的な女性らしい活動をし
ていく方針を決めました。
次回幹事会：1月26日（金）18：30 ～市職労本部
＜女性の会総会案内＞
日時：2月16日（金）18：30 ～ 20：00　
場所：戸畑生涯学習センター
記念講演：東弁護士（女性の会代表委員）
演題：「憲法 9 条が変えられたら女性はどう
なる？」

未来を拓け、新成人！
成人式で3000万署名

1月7日、メディアドームで北九州市の成人式がありま
した。新成人 9,496人のうち7,800人が参加しました。　
派手な衣装で注目される同市の成人式ですが、今年は酒
類の持ち込みを禁止し、清掃活動やご当地グルメの人気
投票をしたりして、新成人への自覚を促す取り組みもなさ

れました。
新婦人の皆さんはじめ、北九州の民主団
体の有志で「安倍改憲ＮＯ！3000万」署名
を訴え、新成人にシール投票を呼びかける
活動をしました。最後は参加者皆さんで記念写真をパチリ。

第24回幹事会が開催されました
「公共施設使用料金値上げ反対」

陳情署名推進を提起
1月11日（木）、第 24回幹事会が開か
れました。23回幹事会（2017.5.23）で提
起された行動提起の実績が総括されたあ
と、新しい行動提起がなされた。当面の
重点方針として以下のように決議された。

「公共料金使用料値上げ反対」陳情署名に全力で取り組む
　3月13日頃（議会陳情締め切り）を意識し、2万人署名を目標にして、
本日より一斉に署名活動に取り組む。署名活動を飛躍的に広げるためにも、
各区で、「公共施設マネジメント」に関する学習会を組織する。5.3 北九州
憲法大集会後に予定される次回幹事会で、3000万署名とともに「公共施
設使用料値上げ反対」陳情署名について総括する。各区民の会と女性の
会から取り組み状況と決意表明もあった。幹事会議案は、市民の会ホー
ムページに掲載されています。

3000万署名推進する小倉の会
第1回役員会が開かれる

　1月12日（金）役員会が開かれた。高
木健康弁護士（会長）が情勢報告、野瀬
事務局長から経過報告と行動提起の提案
があった。
　推進する会実行委員会を定期開会して
運動を恒常化していく必要があることを確
認、先ず加盟団体・会員の総決起集会をし
て、意思統一の下、3000万署名を推進して
いこうと決定しました。

第279回　さよなら原発金曜行動
　日時：１月19日 ㈮　17：30
　場所：小倉駅デッキ

平和をあきらめない北九州ネット定例宣伝行動
　日時：１月19日 ㈮　18：30
　場所：小倉駅デッキ

安倍改憲ＮＯ北九州実行委員会
　日時：１月22日 ㈪　18：30
　場所：生涯学習総合センター

中村敦夫朗読劇公演第2回実行委員会
　日時：１月25日 ㈭　18：30
　場所：生涯学習総合センター

第280回　さよなら原発金曜行動
　日時：１月26日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ

春を呼ぶ学習会「どうなる道徳、どうする道徳？」
　日時：１月27日 ㈯　13：30
　講師：渡辺雅之氏（大東文化大学准教授）

　場所：戸畑生涯学習センター
　主催：全教北九州市教職員組合・全教北九州共済会

第281回　さよなら原発金曜行動
　日時：２月２日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ

森裕之講演会「公共施設マネジメントと街づくり」
　日時：２月４日 ㈰　13：30
　場所：門司生涯学習センター

第282回　さよなら原発金曜行動
　日時：２月９日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ

安倍改憲ＮＯ北九州実行委員会
　日時：２月15日 ㈭　18：30
　場所：生涯学習総合センター

第283回　さよなら原発金曜行動
　日時：２月16日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ

3000万署名推進小倉の会総決起集会
　日時：２月17日 ㈯　14：00
　場所：ムーブ小セミナー室

平和をあきらめない北九州ネット定例宣伝行動
　日時：２月19日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ

第284回　さよなら原発金曜行動
　日時：２月23日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ

安倍改憲ＮＯ北九州実行委員会
　日時：２月26日 ㈪　18：30
　場所：生涯学習総合センター

今後の予定
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