
戦争展第２回実行委員会
望月衣塑子さん（東京新聞記者）が記念講演
 ４月18日（水）、戦争展第２回実行委員会が開
かれ、おおよその企画が決定されました。８月18日
（土）・19日（日）黒崎コムシティで開催されます。
　記念講演は望月衣塑子（いそこ）さん「平和の
ために何ができるのか」～安倍政権とメディア～。２日目は、青年の主張
と戦争の語り部。戦跡ツアーは、８月５日（日）、若松と八幡の戦跡をまわ
ります。
次回（第３回）実行委員会は、５月22日（火）18；30　生涯学習総合センター

市民の会が拡大企画運営委員会を開催
　4月19日（木）、代表委員も参加し、拡
大企画運営委員会が開かれました。石田市議
から「北橋市政の現状と市長選挙への取り組
み」について問題提起があった。幹事会（５
月17日）に提起する主な決定事項は以下の通りです。
①「公共料金使用料値上げ反対」請願署名に取り組む
　 3.13 第１次署名提出は、3090 筆。目標１万筆として最終集約 （5/28）
　まで取り組む。
②市民講座の開催
　「第 11回市民講座」７月７日（土）14:00 ～16:30
　シンポジューム「2025 年問題と北九州市の地域包括ケアシステムを考える」
③各区民の会の再建・結成と区民の会を主体　にした日常的取り組み
④各区で取り組まれている市民運動と連携・　支援

八幡市民会館の活用を考える会/城野遺跡公　園を実現する会/
門司モデルプロジェクトを　考える会＝門司区民の会の市民運動の
経験　交流会を７月下旬に開催 

⑤下関・北九州道路のルート決定論拠につい　て情報公開請求をする。
　（請求提出済み）
⑥市民運動強化基金の創設（継続）
⑦1年後の市長選挙に向けての取り組み

広範な市民が合意できる基本政策と広範な市民運動に連携した市
長選挙を闘う基本方針を幹事会で提起する。

3000万署名 小倉地区のロングラン宣伝
4月21日（土）11時から14 時までの3 時間、小倉地区のロングラン宣

伝を取り組みました。11時から12 時までは新日本婦人の会を中心とした
仲間たち、12 時から13 時までは北九州地区
労連、民医連健和会など労働者、13 時から
14 時までは、うたごえや政党関係者、人権連、
国民救援会などがとりくみました。署名活動の
参加者は 92 名で、152 筆の署名を集めました。

「安倍９条改憲ＮＯ」と
「５．３北九州憲法フェスタ」実行委員会が同時開催
4月23日（月）、18：30　まず、「安倍９条改憲ＮＯ」実行委員会が開
かれました。小倉全体で 3000万署名は、54,316 筆（4.23 現在）。各区の
取り組み状況が報告され引き続き署名活動を継続していくことを確認した。
「５･３北九州憲法フェスタ」は、予算規模 50万円。出店とメインステー

ジのタイムテーブルを確認した。今後の日程は以下の通り。

５月３日（木）北九州憲法フェスタ
５月14日（月）「安倍９条改憲ＮＯ」
 実行委員会　18：30　生涯学習総合センター
5月31日（木）「５･３北九州憲法フェスタ」
 総括会議　18：30　生涯学習総合センター

「さよなら原発3・11北九州集会」総括会議
４月26日（木）、「さよなら原発 3・11北九

州集会」の総括会議が開かれました。晴天
に恵まれ、1000 名の参加で明るく元気の出
る集会とデモになったと総括しました。集会
でのカンパは過去最高額（163,093 円）でし
た。会計収支は、支出が大幅に抑えられたため、昨年度の赤字分（201,689
円）を回収し、なお来年度繰り越し（252,786 円）ができました。2019 年
は３月10日（日）勝山公園が予定されています。さよなら原発金曜行動は、
6月８日（金）で300 回となります。300 回記念企画を検討するために、「さ
よなら原発北九州連絡会」が５月10日（木）18：30　生涯学習総合センター
31学習室で開かれます。

福岡県大学関係者・研究者 日本共産党後援会
第19回総会が開かれました

４月28日（土）、上記総会が開かれました。記念講演は、内田裕さん
（県書記長）「市民と野党の共闘の要として」でした。歴史的な南北首脳
会談の翌日でしたから、大変、熱の入った展望を拓くお話でした。総会で

は、2018 年度活動方針と予算案を採択しまし
た。福岡県大学関係者・研究者日本共産党後
援会は、2011年にホームページを開設し全国
後援会から注目されています。ご覧になってく
ださい。

ＵＲＬ：http://daigakukoen.org

働き方改革反対全国キャラバン福岡行動
労働組合の共同行動が広がる

4月29日（日）、11時から小倉駅前ペデス
トリアンデッキで、働き方改革反対全国キャ
ラバン実行委員会の「働き方改革反対全国
キャラバン福岡行動の集約集会」が持たれま
した。この行動には、自治労全国一般、ユ
ニオン北九州、全港湾労組、健和会労組、ポポロ労組、ＪＭＩＴＵ、北
九州地区労連がナショナルセンターの違いを超えて結集。北九州での共同
の広がりを感じることが出来ました。
政党からのメッセージは、日本共産党、立憲民主党、社民党などから
届き、労働法改悪阻止に向けて共に戦う決意が述べられていました。（堀
田和夫氏ＦＢより）

晴天の下、第89回北九州統一メーデー
働くものの団結で生活と権利を守り、平和と民主主義を！
 5月1日（火）、10 時から第 89 回北九州
統一メーデーに 56 団体、833人が参加、元
気の沸く労働者の祭典となりました。９時に
金田・堺町公園に集まった健和会労組の若
者たちに先導されたデモ行進が拍手に迎え
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られ勝山公園に到着、号砲とともに北九州メー
デーが開会されました。
晴天に恵まれた今年のメーデーには、自治労
全国一般、全労協ユニオン北九州からも参加が
あり、労働法制改悪反対全国キャラバン実行委

員会から、北九州共闘議長が労働法制改悪を阻止する戦いの訴えを行う
など共同の広がりを感じさせるメーデーとなりました。午後からは、健和労
組企画の映画上映会があり、ムーブ大ホールに多くの市民が参加、アニメ
映画「この世界の片隅に」を観賞し、感動を共有しました。

みんなが楽しんだ、5・3北九州憲法フェスタ
憲法記念日の５月３日、勝山公園図書館横
広場に平和憲法を愛する８００人の市民が参
集、「食べて遊んでみんなで平和を感じよう！５・
３北九州憲法フェスタ」を楽しみました。
　オープニングは北九州のうたごえの合唱で
始まり、主催者挨拶、日本共産党、社民党から来賓挨拶、戦争体験者、
宗教者、医療関係者によるリレートーク、陽菜田ぽっこバンドによる演奏（イ
マジンなど）、各区の３０００万人署名を取り組む仲間からのリレートーク、
倍音ケイイチによる口琴演奏など、楽しく大いに盛り上がりました。会場に
は、一口カステラ、焼き鳥、たこ焼き肉うどん、カレー、唐揚げ、ビール
などおいしい食べ物・飲み物もたくさん出店。こどもら大喜びで、食べて
遊んでみんなで平和を感じた一日となりました。

市長選を見すえ、区民の会・市民の会
事務局との交流会

５月９日（水）、各区区民の会責任者が市民の会事務局と活動交流会を
持ちました。
各区の活動報告を受けて、今後の対応を
協議しました。以下は、主な決定項目です。
●1年後の市長選挙に向けての取り組み
　①下関・北九州道路のルートが決定さ
れたことに対応し、活断層の　　
　　調査有無を含めて、ルートが決定された論拠について情報公開を
　　求め情報公開要求書を提出しました。
　②幹事会（5/17）で、市長選挙をどのように闘うかを提起する
●「公共料金使用料値上げ反対」請願署名について
　①口頭陳述の日が決まりました
　　５月18日（金）10：00　総務財政委員会
　②「公共料金使用料値上げ反対」請願署名の最終提出
　　５月28日（月）10：00　市議会棟ロビー：署名簿を持参してください
●第 11回市民講座７月７日（土）14：00 ～16：30
　シンポ「2025 年問題と北九州市の地域包括　ケアプランを考える」

第24回八幡市民会館の活用を求める連絡会
５月９日（水）、上記連絡会が開催され、

毎回のごとく熱心な討議を２時間みっちり。
主な決定事項のみ紹介します。
●「八幡市民会館および駅前エリアの
　 保存」を求める口頭陳述
　５月18日（金）10：00　総務財政委員会
●条例「公共施設マネジメント実行計画」施行規則の議員提案を検討
●八幡市民会館の歴史的文化価値をまとめたリーフレット作成
●「八幡の街づくりを考えるシンポ」を企画する

さよなら原発！３００回金曜行動企画案決まる
５月10日（木）、さよなら原発！北九州連絡会で、
第 300 回記念の金曜行動の企画案が決まりました。
６月８日（金）18：00 ～19：30 小倉駅デッキ
　参加目標：150 名

　構成：合唱（北九州うたごえ連絡会）、パフォーマンス、リレートーク。
リレートークは各政党・会派と各区の代表、各自プラカード準備、署名
とシール投票。
（写真は２００回記念）

市民の抗議で、自衛隊装甲車両の出展を中止に追い込む！
アドベンチャープール感謝祭企画

５月11日（金）、「アドベンチャープール
感謝祭における装甲車両等の防衛装備品展
示・模擬走行等のイベント中止を求める要請」
が北橋市長あてになされた（写真：要請書
提出）。
要請したのは、小倉地区平和委員会、平和とくらしを守る北九州市民の
会、９条の会・北九州憲法ネット、新日本婦人の会小倉北・南支部、日
本共産党門司小倉地区委員会。
事の発端は、アドベンチャープール感謝祭のチラシを持ち帰った小学生
の父兄から民主団体に通報。なんと企画には、「普段なかなか触れない自
衛隊の装甲車両に乗れるチャンス、自衛隊のコスプレで記念撮影もできる
よ！」とある。この日10:00、陸上自衛隊小倉駐屯地に抗議、さらに上記
民主団体から14:00 市庁舎で抗議要請がなされた。その結果、企画案か
ら自衛隊装甲車両の展示が中止になりました。快挙です！

2018年春闘、地区労連が北九州市に
要請と意見交換会

2018 年春闘として、北九州市に対して、全
労連統一要請書、建設技能者の処遇改善と
適切な賃金・単価の確保についての要請書、
学校給食の民間委託を中止し、すでに委託
している学校を直営に戻し、非正規労働者
の雇用改善について要請をしました。さらに、５月11日11時から本庁舎
７階会議室で、公契約条例について技術監理局契約制度課との意見交換
会がもたれました。地区労連から14人が参加、市側は５人が参加しました。

北九州憲法共同センターが定例の3000万署名行動
5月12日（土）、11：00 ～12：00、北九州憲法改悪反対共同センターが「安

倍改憲ＮＯ！3000万署名」の定例土曜行動を
しました。14人が参加し、４４筆の署名が集ま
りました。このような地道な活動の積み上げが、
5月12日現在 1,350万筆を超える署名の集約
となっています。

299回さよなら原発金曜行動
　日時：６月１日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ
映画「恵庭事件」
　日時：６月２日 ㈯　14：30
　場所：ムーブ大ホール
2018年非核と平和の集いin福岡
　日時：６月２日 ㈯　10：30
　場所：ムーブ大ホール
　講師：川崎哲氏（ICAN国際運営委員）
　会費：1,000円
北九州母親大会
　日時：６月３日 ㈰　10：00
　場所：若松市民会館
「くらしと福祉」編集委員会
　日時：６月４日 ㈪　10：00
　場所：医福研
300回さよなら原発金曜行動
　日時：６月８日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ

福岡県社保協総会・講演会
　日時：６月９日 ㈯　14：00
　場所：博多バスターミナルビル
 9Ｆ大ホール
　講演：伊藤周平氏
301回さよなら原発金曜行動
　日時：６月15日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ
北九州社保協総会・講演会　
　日時：６月16日 ㈯　14：00
　場所：健和会地域交流センター
　講演：井上英夫氏
 「社会保障レボリューション」
総会と春の共育集会
　日時：６月17日 ㈰　13：00
　場所：ウエルとばた83・84会議室
　講演：梅原利夫氏
302回さよなら原発金曜行動
　日時：６月22日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ
303回さよなら原発金曜行動
　日時：６月29日 ㈮　18：00
　場所：小倉駅デッキ

今後の予定
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