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北九州春闘共闘連絡会が
春闘要求の宣伝行動

「3.18いのちと暮らしを守る福岡県集会」に
5000人が結集

2018 年春闘、３月 14 日回答指定日に大手企
業を中心に回答が出されました。春闘要求の前
進をめざし、回答指定日の翌日、医労連や福祉
保育労などが、３月 15 日職場集会や抗議行動、
ストライキなどを配置して春闘要求の前進めざし粘り強い戦いを取り組んで
います。北九州春闘共闘連絡会は、小倉駅前ペデストリアンデッキでの宣
伝行動を取り組み、50 人を超える仲間が参加しました。マイクでの訴えは、
春闘共闘永冨議長、エフコープ生協労組長田副委員長、北九州市職労前
田書記長、医労連健和会労組安達書記長、JMITU 小橋副委員長、学
職労出口委員長、全教北九州の中川書記長、国公北九州の仙道副議長、
福建労北九州の新屋敷書記長などが訴えを行いました。最後に、永冨議
長の音頭で、団結頑張ろう！でたたかう決意を示し宣伝行動の幕が引かれ
ました。
（堀田和夫氏ＦＢより）

３月 18 日（ 日）
、13:00 〜 15:00 福岡
冷泉公園での福岡県集会に 5000 人が結
集。ゲストスピーカーは糸数慶子さん（沖
縄の風代表）。仁比聡平参議員は「公文
書改ざんは議会制民主主義を踏みにじる歴史的暴挙、安倍内閣は総辞職
すべきだ」と語気を強めた。立憲民主党の山内康一衆議員、民進党の大
島九州男参議員、希望の党の稲富修二衆議員、社民党県連の村上弘行
幹事長、緑の党の荒木龍昇福岡市議が決意表明。6 党揃い組が壇上に
並び野党共闘と安倍政権打倒を訴えたのは圧巻でした。15:00 から警固
公園までデモ行進しました。

みんなの小倉タイムスを支援する会」が決起総会
３月 15 日、小倉タイムスを支援する会が決起の総会
を開催、北方市民センターは満席で活気にあふれまし
た。事務局が作成した
「小倉タイムスの歴史と役割」
（ｐ
ｐｔスライド）を見た後、植山事務局長から、支援の
具体的提起がありました。1 早急に負債解消のために広く呼び掛けカン
パを募る。2 小倉タイムス継続発行を保障するために、読書を拡大する。
（現在 600 人を 800 人購読者に拡大すれば経営的に安定、発行継続がで
きます）
。
参加者からは様々な支援の提案や申し入れがあり、活発に話し合いまし
た。小倉タイムス主催でイベントをする提案もあり、実施する方向で検討す
ることになりました。みんなの小倉タイムスをご支援ください。どうぞよろ
しくお願い申し上げます。

「わかまつ九条の会」が連続「平和学習会」
3 月 21 日（春分の日）、平和資料館で第 3 回目の平和憲法学習会が開
催されました。当初、野依勇武さんが「若松の戦争」について語る予定で
したが、
体調を崩され、急遽、玉井文太郎さんが「火
野葦平文学と戦争の関わり」について私見を披露
された。葦平文学を明快に解説され、大変に興味
深いお話だった。参加者がそれぞれに戦争体験を
語り、充実した 2 時間を過ごせました。

女性の会が元気です！
3 月 21 日（ 水： 春 分 の 日 ）
、11:00 〜 12:00
小倉駅前で「平和とくらしを守る北九州女性の
会」が 3000 万署名と安 倍 退陣を求めて宣伝
行動をしました。田村衆議も駆けつけアピール。
藤沢市議、河村代表、前田事務局長等が次々に
リレートークしました。

健和会退職者の会が新春交流会

生活保護１１０番開かれる

3 月 17 日（土） 12:00 〜 14:00 リーセントホテルで、健和会退職者の
会が、遅まきながら新春交流会を開催しました。3 名の医師（福田・小坪・
長崎先生）を交え 30 名の参加。全員がマイクを握り、退職後の元気な
活躍をかわるがわる話し、明るく笑いいっぱいの交
流会になりました。最後は全員で記念撮影。5 月 12
日（土）には、退職者の会総会が開かれます。

３月 27 日（火）
、10:00 〜 17:00 北九州社会
保障推進協議会が「生活保護１１０番」を北九
州医療福祉総合研究所で開きました
（写真）
。２
カ月に一度開催。この日は４人の相談を受けまし
た。高木健康弁護士、社保協の内田さん（ＭＳ
Ｗ）はじめ専門家数名で対応されます。
「ビラで
１１０番を知り来ました」と 10 時に来られた方は、無年金で生活預金が
乏しくなっておられました。もちろん親身に相談に応じ、生活保護が受領
できるまで協力していくことになりました。次回５月は、九州・沖縄全域で
一斉に「生活保護１１０番」が実施されます。

3000万署名、「小倉の会」が
ロングラン宣伝行動
３月 17 日（土）、安倍改憲ＮＯ！3000 万署
名を推進する小倉の会が 11：00 〜 14：00、
小倉駅前でロングラン宣伝行動をしました。
公文書改ざんを許すな！安倍政権退陣！につ
いてもアピールしました。ビラを取る人、署名
をしてくださる人が増えてきたように思います。
次回のロングラン宣伝は、４月 21 日（土）11:00 〜 14:00 小倉駅前。

前川喜平・寺脇研対談・講演会に
あふれかえる参加者 安倍退陣の日は近いか
4 月 14 日（土）17 時から前川喜平・寺脇研講
演会「みんなで未来の話をしよう」がウェル戸畑
大ホールを会場に開かれました。ウェル戸畑大
ホールは超満員、急遽戸畑生涯学習センター会
議室を第２会場に、また、舞台袖や後ろにも座席、

北九州市民の会 月刊ニュース
ロビーにもテレビを設置し第３会場を設営しましたが、多くの方が入りきれ
ないであきらめて帰られた人も多かった。
内容は、もちろん大変生き生きと前川さんの人格や教育行政への確固た
る信念を感じさせるものでした。あふれんばかりの人々の参加は、安倍政
権退陣を求める私たち市民の気持ちの表れだと思います。この日、国会前
では、５万人の人々が集まり、安倍政権打倒を訴えました。安倍政権を退
陣に追い込み、市民と野党の連携による新しい国民の政府を目指していき
ましょう。

城野遺跡を実現する会が講演会
３月 24 日（土）、第８回目の講演会「北九州の弥生遺跡は何を語るか−
卑弥呼がみた企救国−」が開催されました。
会場いっぱいの約 80 名の方にご参加いただ
きました。ありがとうございました。講師の
日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会
幹事の佐藤浩司先生は、北九州市の遺跡の
多くの発掘調査に携われ、2009 〜 2010 年度の城野遺跡の発掘調査では
「玉作り工房」を発見されました。
講演会では、九州２例目の「玉作り工房」を発見したときや九州最大規
模の「方形周溝墓」で見つかった幼児の「朱塗り石棺」の蓋が 1800 年ぶ
りに開けられたときの感動や苦労話など現場での体験を交えながら、
「城
野遺跡」はもちろん、すぐ近くの「重留遺跡」
「重住遺跡」、さらには紫川
の上流地域や周防灘側でも見つかっている数多くの重要な弥生遺跡につい
て熱く語られました。その後、それぞれの地域が連携しながらムラを発展
させ、
「聞（企救）国」というクニが形作られたこと、そのクニを邪馬台国
の女王卑弥呼は知っていたのではないかと推察され、仮説とはいえ、ワク
ワクする興味深い講演でした！
（永田由起さんＦＢより）

第３回メーデー実行委員会開催
３月 29 日（木）、第３回メーデー実行委員会が開かれ、第 89 回北九州
統一メーデーのもち方、タイムテーブル等討
議、着実に準備が進んでいます。参加は 28
人で、1,000 人規模のメーデー集会として成
功を目指しています。援の提案や申し入れが
あり、活発に話し合いました。
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地域経済研究会で経済波及効果を学ぶ
４月 11 日（水）14：00 〜 17：00 福岡県
自治体問題研究所で地域経済研究会を開
催。福岡市統計局からの出前講演として、
「福
岡市の２０１１年産業連関表と経済波及効果
について」やさしく解説していただいた。三
輪所員は「2011 年北九州市産業連関表と住
宅リフォーム助成制度の経済波及効果について」
、是石所員は「北九州市
と福岡市の人口社会動態について」、宮崎所員は「地域経済波及効果計算
における商業自給率について」を報告し、討論し合った。次回研究会は８
月８日（水）14：00 県自治研。

伊藤真さん、２時間で憲法を熱く語る
４月 13 日（金）
、第２回憲法市民セミナーでは、前回の伊藤千尋さん
に引き続き、伊藤真さんが「憲法といっ
しょに私たちの生活も変わる？」と題し
て、パワーポイントを使用し２時間の熱
の入った講演をしました。日本国憲法の
価値、立憲主義と民主主義、安倍９条
改憲案、今、私たちがなすべきことにつ
いて縦横無尽に語られました。

市民の会事務局からのお願い
「公共施設利用料金値上げ反対」陳情署名をさらに広げてください！
３月 13 日（火）上記署名の第１次集約分 3090 筆を市議会議長あてに
提出しました。４月４日（第１水曜日）の事務局会議では、4286 筆まで広
まりました。第２次集約は、４月 16 日。第３次最終集約日は５月 28 日
（月）
になっています。
目標１万筆達成めざし、署名活動に決起していただきますよう、各区民
の会・団体のみなさまに呼びかけます。目標１万筆を達成し、住民の声を
議会に届け、何としても公共施設利用料金値上げを阻止しましょう。

４月６日（金）、北九州憲法ネット事務局会議が開催されました（写真）
。
毎月１回、小倉東合同法律事務所で開催しています。この日は、荒牧座長
の憲法をめぐる情勢について卓話を
聞き、３０００万署名についてのと
りくみを中心に討議しました。憲法
ネットニュースの編集も討議します。
ニュースはもちろん、様々なイベント
企画については、ホームページで紹
介しています。
http://kitaq-kenpou.net/
次回事務局会議 ５月 24 日（木）12：00 〜 13：00

北九州憲法共同センターが3000万署名活動
４月７日（土）11 時〜 12 時、小倉
駅ペデストリアンデッキ周辺で、北九
州憲法共同センターの毎月宣伝行動が
取り組まれ、25 人が参加、署名 31 筆
が集まりました。今日は風も強く、気
温８度と、春から冬へ逆戻り。参加者
は寒さに震えながらも元気いっぱい頑張りました。
（堀田和夫氏ＦＢより）
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今後の予定

北九州統一メーデー
日時：5月１日 ㈮ 10：00
場所：勝山公園
北九州憲法フェスタ
日時：5月３日 ㈭ 11：00
場所：勝山公園
294回さよなら原発金曜行動
日時：５月４日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ
市民の会・区民の会交流会
日時：5月９日 ㈬ 10：00
場所：戸畑生涯学習センター
295回さよなら原発金曜行動
日時：５月11日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ
市民の会幹事会
日時：5月17日 ㈭ 18：30
場所：戸畑生涯学習センター

296回さよなら原発金曜行動
日時：５月18日 ㈯ 18：00
場所：小倉駅デッキ
平和ネット定例行動
日時：５月19日 ㈯ 14：00
場所：リバーウォーク噴水公園
297回さよなら原発金曜行動
日時：５月25日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ
第41回福岡県自治体問題研究所総会
日時： ５月26日 ㈯ 13：30
場所： 福岡西市民センター

