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中村敦夫さんを囲む会
11 月 16 日（金）、さよなら原発金曜行動が
ありました。この日は、金曜行動の後、中村敦
夫さんを囲んでの懇親会がありました。翌日は、
ひとり語り「線量計が鳴る」の上演会でした。
子どもの館はいっぱいの人。熱演に感動の余
韻が今も残る。

永田浩一氏（北九州市長候補者）が記者会見
11 月 20 日、市政記者クラブで、
「笑顔と希望の北九州市をつくる会」
から永田浩一氏が北九州市長選挙に立候補
する表明をしました。記者会見では、
「笑顔
と希望の会」の基本政策について資料を配
布し説明した。永田氏は、各記者の質問の
連続に、テキパキと応答されていました。

第40回福岡県人権問題研究集会
前川喜平氏講演に第2会場まで満員
11 月 23 日（金：勤労感謝の日）、前川喜平氏（前
文科省事務次官）を迎え、第 40 回福岡県人権問題
研究集会が開催された。サンレイクかすや大ホールは
もちろん、第 2 会場も満員となった。前川氏は、
「公
務員としての矜持、これからの教育・子どもたちの未
来」を自由奔放に語った。官僚機構のひどさに唖然
としながら、憲法理念を理路整然として語る内容は、
すべての聴衆者に感銘を与えた。午後の分科会とも、
地域人権運動の大切さを確認し合う一日となった。

「笑顔と希望の会」結成の集いに250名
11 月 24 日（土）、夢限太鼓の響きとともに開会された「笑顔と希望の会」
結成の集いは、大成功でした。深江守氏（さよなら原発連絡会事務局長）
と真島省三前衆議院議員（前回ニュース元衆議院議員は誤り）の激励の
挨拶は抜群。団体の決意表明は、福建労・
新婦人をはじめ、選挙を闘う主役は誰かを鮮
明にするものだった。永田候補の挨拶も非常
に良かった。新しい市政を実現する本格的な
闘いが始まった。

第324回さよなら原発金曜行動
11 月 30 日（金）、さよなら原発北九
州連絡会の第 324 回目の金曜行動。田
村衆議院議員が国会から駆けつけま
した。野党提出原発ゼロ法案について
は、今国会の経産委員会での趣旨説明
が待たれます。東海第二などの老朽原発さえ稼働させる安倍政権に抗議。
23,000 箇所もの太陽光発電を止めた九州電力の出力制御を厳しく批判し
た。九州でフル稼働させている原発止めよ。電気は十分に足りている。
「笑
顔と希望の北九州市をつくる会」から北九州市長選挙に立候補した永田
浩一さんも参加され、原発再稼働反対をアピールしました。
（田村貴昭氏
FB より）
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秋闘要求前進、北九州一日総行動
11 月 30 日（金）
、2018 年秋闘
要求前進、北九州一日総行動が
ありました。朝７時から黒崎駅前
早朝宣伝、７時 15 分から戸畑駅、
小倉駅、門司駅で早朝宣伝、９
時 45 分から、生涯学習総合センター会議室で、北九州市と交渉、11 時
から教育委員会要請、13 時 15 分から商工会議所要請を行ないました。
締めの、働き方改革一括法の学習会も無事に終えることが出来ました。参
加者は 41 人。安達副議長の司会で始まり、永冨議長挨拶、山下福岡県
労連議長の来賓挨拶の後、伊藤圭一全労連雇用・労働法制局長が基調
講演。
「働き方改革一括法にどう対抗していくのか」という演題で、歯切
れのよい語り。話も分かりやすく、これからの取り組みに役立つ話で大満
足。ふつうは途中で睡魔が襲ってくるのですが最後まで、講演に引き込ま
れ眠くなりませんでした。講演終了後、ＪＭＩＴＵ、市職労、地域ユニオ
ン等の参加者から質問も出され、本当に大満足の学習会でした。閉会の
言葉は、新屋敷副議長。最後は議長の音頭による団結頑張ろう！で一日
総行動の幕を閉じました。
（堀田和夫氏 FB より）

北九州憲法共同センター第5回総会
五十嵐仁氏が記念講演
12 月 1 日（土）、共同センター第 5 回総会では、五十嵐仁氏が記念講演。
いつもの機知とユーモアによる五十嵐節がさく裂、爆笑に次ぐ爆笑を誘っ
た。しかも
「9 条改憲阻止と安倍政権打倒にむけての展望」
と題した講演は、
理路整然とした内容でした。私たちは、市民
と野党の共闘こそ改憲阻止の力であり、展望
があることを確信しました。永田浩一市長候
補も決意表明をした後、五十嵐講演を共に学
び合いました。

「笑顔と希望の北九州市をつくる会」
事務所開き市民に開かれた市政をつくろう！
12 月２日（日）
、
「笑顔と希望の北
九州市をつくる会」事務所開きは、
150 名以上が参加、
「笑顔と希望の
北九州市をつくる会」の闘う砦ができ
ました。１月 27 日の投票日に向けて、
16 万票獲得目標に向けて、永田浩一
市長実現に向けて、一致団結して闘
いぬきましょう。事務所開きの後、小倉駅前で、永田候補を先頭に大宣
伝行動をしました。

大石市議、最後の本会議質問
12 月 5 日から 12 月 12 日まで 12 月議会が開催
されました。私は、５日一般質問を行い、①市長
の公約違反、②原発ゼロで再生可能エネルギーの
普及を、③土砂災害・急傾斜地対策、④平和問題（平
和資料館の展示のあり方・戦争遺跡の調査保存・
陸上自衛隊富野弾薬庫の撤去）
、⑤大谷池・常盤
池について質問しました。来年４月の県議選挙に
挑戦するために市会議員として最後の本会議質問
になりました。 （大石市議 FB より）
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12.12永田候補、今日は八幡東で街頭演説
日々に関心が高まる

女性の会が北九州市政について学習会
12 月 7 日（金）、
「これからの北九
州市政を考える学習会 & 女性のつど
い」が午後 6 時半から戸畑区であり、
藤沢加代市議が子ども医療、公共交
通の現状、今後の改善点を話しました。
ながたさんも参加しました。
公共交通政策についてはバスの運転手不足も深刻で、北九州市内での
走行も予定されている「連結バス」導入の理由の一つになっているとのこ
とです。

12 月 12 日（水）今日は八幡東区で
街頭宣伝。八幡生建会では、事務所
前で記念撮影も。後ろに見えるのは
帆 柱 山 で す。11 時 35
分に中央町の西日本シ
ティ銀 行 前。13 時 20
分に枝光のスピナ前、14 時 50 分に大蔵神田市場で、街頭
宣伝しました。枝光スピナ前の街頭演説は
「笑顔と希望の会」
FB の動画で聞くことができます。わかりやすくさわやかなス
ピーチです。

永田候補が北九州地区労連と政策協定
北九州地区労連は、
12 月７日
（金）18 時 30 分から戸畑生涯学習センター
会議室で第 74 回評議員会を開き、第１号議案で、来春１月 27 日投票で
たたかわれる北九州市長選で、
「笑顔と
希望の北九州市をつくる会」から立候補
を予定しているながた予定候補と政策
協定を結びました。永冨議長と永田候
補は協定書を掲げしっかりと握手。投票
日まで全力で駆け抜ける決意を固めあい
ました。
（堀田和夫氏 FB より）

北九州市民集会に集まろう！
みんなに声かけ広めよう！
あなたとつくる笑顔と希望の北九州市民集会

「笑顔と希望の会」が第2回拡大幹事会
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「笑顔と希望の北九州市をつくる会」は、12 月 11 日、第２回拡大幹
事会を開き、年末から年明けにかけて、ながた予定候補の浮上作戦、宣
伝行動などについて協議・確認しました。
拡大幹事会には、北九市職労、健和会労組、福建労北九州支部、北
九州地区労連、新日本婦人会、女性の会、各区の会等 38 人の各団体の
代表が参加。石田市議から得票目標、支持拡大目標、宣伝行動の具体
化、ニュースカー運行、候補者の活用などについて細かな方針提起があり、
安倍政権べったり、市民の声を聴かない、公約破りの北橋市政に代わる、
笑顔と希望の市民にやさしい永田市政への転換を熱っぽく語りました。
ながた予定候補は、オネスティが自分の信条であり好きな言葉だといい、
安倍政権のうそとごまかし、疑惑まみれの政治にモノが言えない北橋市政、
「市長退職金は受け取らない、首長は３選まで、大型開発に税金はつぎ込
まない」という公約を平気で破る北橋氏の政治信条に触れ、政治家は誠
実でなければならないと訴えました。オネスティながたを北九州市長に（
！堀
田和夫 FB より）
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今後の予定

329回さよなら原発金曜行動
日時：１月４日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ
第3回 幹事会
日時：１月８日 ㈫
場所：事務所

12.13永田候補、今日は門司で頑張る！
12 月 13 日（木）、北九州市長 選 挙
告示まで、ちょうど 1 カ月。
今朝は、高橋都市議と門司駅で朝
のご挨拶。参加された皆さん、お疲れ
様でした。
午前中は、門司区内の労働組合や
団体などを挨拶してまわり、13 時から、
吉 志のヤクルト前、 栄町 商店街、 中
二十町のサンク前、大里丸和などで街頭宣伝です。

18：30

北九州地区労連旗開き
日時：１月11日 ㈮ 18：30
場所：リーセントホテル
330回さよなら原発金曜行動
日時：１月11日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ
北九州市長選挙公開討論会（予定）
日時：１月12日 ㈯

北九州市長選挙告示
日時：１月13日 ㈰
331回さよなら原発金曜行動
日時：１月18日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ
332回さよなら原発金曜行動
日時：１月25日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ
北九州市長選挙、小倉北区市議補選
日時：１月27日 ㈰

