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第342回さよなら原発金曜行動
４月 19 日（金）、さよなら原発金曜行動は、今日で
342 回を数えます。うたごえの皆さんも参加。歌とリレー
トークで訴え、署名活動をしました。北九州平和ネット
の 19 日行動もあったため、いつもより 30 分早く、17：
30 〜16：30 訴えました。最後はいつもどおりシュプレヒコールで閉めました。

平和ネットが４月の19日定例行動
４月 19 日（金）、
「平和をあきらめない北九州ネット」が定例 19 日行動
を、さよなら原発金曜行動のあと、１時間（18：30 〜 19：30）同じ場所（小
倉駅デッキ）で、横断幕だけ変えて実施しました。安倍改憲の危険性をリ
レートークで訴えながら、3000 万署名とチラシ配布をしました。５月の 19
日定例行動は以下の講演会参加に代えることにしました。
『北上田毅講演会』
日 時：５月 19 日（日）14：00
場 所：ウエルとばた中ホール
参加費：800 円
主 催：
「辺野古埋め立て土砂搬出反対」北九州連絡協議会

若松革新懇が探訪の旅
４月 23 日（火）
、若松革新懇の 20 名がマイクロバ
スで楽しい一日を過ごしました。
久留米の月星（ムーンスター）工場見学とヤクルト
福岡工場見学、武蔵寺では、藤の花観賞。みんな
大満足。革新懇の仲間を増やして楽しく活動しよう！

さよなら原発北九州集会の総括会議
4 月 24 日（水）、
「3.10 さよなら原発！北九州集会」の総括会議をしまし
た。大雨の集会でしたが、600 名参加者全員が集会の成功のため心を一
つにできた有意義な集いであったと総括した。
「おしどりマコ・ケン」脱原
発ライブステージも大雨・強風にめげず熱演。パレードは中止された。財
政的にも支出がカットでき黒字となった。実行委員会では、3011 北九州
集会 10 周年企画についても検討しました。2021 年、福島原発事故 10 年
を一つの区切りとして、メモリアル的な集会を開催することを決めました。
10 周年企画の財政づくりとして、
「おしどりマコ・ケン」講演会を以下の
日程（未定）で開始することも決めました。
10 月 19 日（土）14：00 ウエルとばた大ホール
次回実行委員会は、6 月 11 日（火）18：00 生涯
学習総合センター

市民の会が企画運営委員会開催
4 月 25 日（木）、 市民の会は企画運営委員会を持ち、
幹事会要領を検討・決定しました。
5 月 16 日（木）18：30 〜 19：00
「笑顔と希望の会」幹事会 ムーブ小セミナー室
市長選総括会議報告と選挙活動の決算報告。
議案採択し、
「笑顔と希望の会」は解散する
5 月 16 日（木）19：00 〜 20：30「北九州市民の会」幹事会
ムーブ小セミナー室
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式次第：
石田市議（議会報告）
2018 年度活動経過・2019 年度活動報告
2018 年度決算報告・2019 年度予算提案
各団体からの報告・意見発表
質疑とまとめ

今年の戦争展の企画が決まりました！
4 月 26 日（金）
、第３回戦争展実行委員会が開かれ、お
およその戦争展開催要領が決められました。
8 月 17 日（土）・18 日（日）、黒崎コムシティ。今年は、
展示がこれまでよりも意欲的な企画になっています。これま 【熊野直樹先生】
での「原爆と原発」、村瀬守安中国戦線従軍写真等に加えて、731 部隊、
重慶虐殺などの記録写真集も公開されます。また、記念講演は、熊野直
樹九大教授（ファシズム研究）にお願いし快諾を得ています。戦争の語り
部、若者企画も具体的企画が固まりつつあります。戦跡ツアーは、８月 25
日
（日）13：00 集合、
門司地区の戦争遺跡を回ります。第４回実行委員会は、
５月 21 日（火） 18：30 生涯学習総合センター。

福岡県大学関係者後援会が 第20回総会
４月 28 日（日）
、上記総会が開かれ、活動経過と新年度の活動方針が
討議され満場一致で採択されました。総会に先立ち、大学政策の問題点
について学習会をしました。講師は本庄春雄氏（九大名誉教授）。大変に
刺激的なお話でした。総会議案についても熱い討論ができて久しぶりに大
人数で充実した総会となりました。福岡県大学関係者
後援会は全県に先駆けて HPを開設しています。一度、
ご覧になってください。
http://daigakukoen.org/

働く仲間の祭典、
第90回 北九州統一メーデー
５月 1 日（水）、今年のメーデーも、働く仲間の
祭典として明るく、楽しく、元気のいい集会となり
ました。花火の打ち上げで出発したデモ行進が勝
山公園に集結し、舞台では、うたごえのメーデー
歌唱が響く。永富実行委員長の開会挨拶、仁比
国会議員ら４名の来賓あいさつをうけた後、祝電
披露、争議組織紹介、各団体からのアピールなど、
盛りだくさんの式典次第がテキパキ進行しました。
大勢の若い健和会労組の皆さんが、勝山公園の
彩を華やかにし、明るく元気なメーデーになりました。メーデー宣言を採
択し、
「がんばろう」を全員で合唱しました。

9条改憲許すな! 全国で憲法集会
日本国憲法が施行されて７２年となる３日、安倍政権による９条改憲に
反対する集会やパレードが全国各地で行われました。東京都江東区で開
かれた「平和といのちと人権を！５・３憲法集会」
（主催＝同実行委）には、過去最高となる６万
5000 人（主催者発表）が参加。著名人や４野党
１会派の党首らがスピーチし、
「安倍政権による
改憲発議を許さず、憲法を守ろう」と訴えました。

北九州市民の会 月刊ニュース

2019. ５

北九州市でも憲法講演会と憲法集会

№ 35（2）

きょう（5月15日）沖縄復帰４７年
デニー知事がコメント

５月３日
（金）、
13 時から小倉北区ムーブ大ホールで、
「沖
縄から『民意』を問う」をテーマに北九州憲法集会が開
かれました。基地問題をめぐり沖縄県民は繰り返し
『民意』
を示しました。憲法はこのような『民意』をどう位置づけ
ているのか？沖縄国際大学大学院前泊教授が本当に分
かりやすく解明してくれました。参加者は 450 人。
憲法集会が終わった後、勝山公園図書館横広場に集まり、平和をあき
らめない北九州ネットの集会とパレードが取り組
まれました。300 名が参加。リズムのあるパレー
ドで、市民の反応が全然違う。ニコニコしなが
ら携帯で写真を撮る人、信号待ちの若者が拍手
したり、リズムに合わせて体を動かしたり、そん
な光景が見られました。

沖縄県は 15 日、本土復帰から 47 年の「復帰の日」を
迎えます。玉城デニー知事は、
「
『自立』
、
『共生』
、
『多様
性』の理念のもと、全ての人の尊厳を守り、誰１人取り残
すことのない社会を実現する」と、改めて表明するコメント
を発表しました。
デニー知事は「米軍統治下の沖縄は日本国憲法の適用もなく、県民は
筆舌に尽くしがたい苦労を重ね、基地のない平和で豊かな島・人権尊重・
民主主義を求め続けて、ようやく祖国復帰を勝ち取りました」と、復帰の
意義を述べています。
デニー知事は「沖縄が抱えるさまざまな課題の解決に取り組み、県民が
笑顔で暮らしていけるよう、全身全霊を注いでまいります」と、決意を述
べています。
（しんぶん赤旗より

田村議員が日田英彦山の復旧に尽力

「公契約条例制定」求め口頭陳述

九州北部豪雨の被害で一部区間が不
通となっているＪＲ日田彦山線の鉄路で
の復旧を目指し、日本共産党の田村貴
昭衆院議 員は 11 日、福岡県添田町で
寺西明男・添田町長、渋谷博昭・東峰
村長と懇談しました。高瀬菜穂子県議、
永沼嘉代子町議が同席しました。
（以下、田村議員の FB から）
日田彦山線は、バスではなく鉄道としての再建を。
「一歩も引かない」−
−添田町の寺西明男町長と東峰村の渋谷博昭村長から、熱い思いを聞きま
した。
ＪＲ九州は、完全民営化の国会審議の際に青柳社長がローカル線を含
めて、九州のネットワークを存続することを約束。鉄道軌道法の改正で日
田英彦山の復旧には国と自治体から半分の支援が受けられるようになった
こと、鉄道事業だけでも黒字で資力があることをみても、鉄道での復旧
は当たり前です。被災自治体に運営費の負担を要求するなど言語道断で
す。私自身、改めてたたかう決意を固めました。

2019 年春闘勝利をめざす一日総行
動で、北九州市議会に、
「全国一律最
低賃金制度」
「消費税増税反対」の
意見書採択と「公契約条例制定」の
決議の採択を求めて陳情していまし
た。委員会審議、口頭陳述日程が、最賃：４月 24 日、公契約条例：５月
15 日、消費税：５月 17 日に決まりました。５月 15 日 10 時から、
「公契約
条例の制定による適正賃金、労働条件に確保と地域経済の振興について」
の口頭陳述が建設建築委員会で行なわれ、北九州地区労連副議長の福
建労北九州支部新屋敷書記長が５分間の持ち時間をフルに使って口頭陳
述を行ないました。日本共産党の石田議員が当局の見解について厳しく追
及してくれました。
（写真は小倉タイムス提供）
（堀田和夫氏 FB より）

5 月 13 日（月）、航空自衛隊築城基地へ。北九州母親大会・フィールド
ワークの引率です。米軍の緊急時の使用を認め、滑走路延長、弾薬庫や
指令庁舎、隊舎等の計画がすすむ築城基地。
「米軍基地化となるのでは」。
その心配の声は当然です。Ｆ２戦闘機がごう音たてて、飛行訓練を行い、
駐機していた宮崎県新田原基地所属のＦ 15 戦闘機が飛び立って行きまし
た。米軍の使用となれば、Ｆ 35 戦闘機やオスプレイの離発着も十分想定
されます。緊急事の判断をするのは米軍。
何をどう使用するのかも米軍次第。安倍政
権の集団的自衛権の行使容認で、同基地
は標的ともなります。米軍使用は認めない。
ぜひ、世論と運動を広げて下さい。
（田村貴昭氏 FB より）

平和資料館づくりで出前講演
「八幡東区民の会」が学習会
5 月 13 日（月）、八幡東区民の会が平和資料館
について出前講演を企画、10 名の参加で有意義な
学習会となりました。総務課から 3 名の担当職員
が説明。平和資料館の基本設計案の概要が示され
ました。参加者からは、戦争の悲惨さだけを示す
展示だけでなく、子どもたちにもなぜ戦争が起きるのかを考える機会にな
るためにも、被害だけでなく加害の歴史認識についても深まる資料館にす
るべきではないかなどの要望が出されました。

田村貴昭衆議院議員時代から 23 年間お世話になった宇佐町の相談所
の引越しが終わり、大石さんが、連休明けから本格的に相談所の活動を
再開しています。新しい相談所は、小倉北区白銀 2-4-14 電話 981-5394。
10 連休が終わり、新たな出発です。5 月 8 日から新しい事務所で相談活
動をはじめました。新たな「大石正信通信」も発行しました。
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北九州母親大会のフィールドワーク
航空自衛隊築城基地へ

大石さん、新しい事務所で生活相談活動
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今後の予定

築城基地県民集会
日時：６月２日 ㈰
13：00
場所：築城町ふるさと公園
結鼓30周年記念演奏会
日時：６月２日 ㈰
場所：若松市民会館

14：00

市政懇談会
日時：６月３日 ㈪
18：30
場所：八幡西生涯学習センター
（コムシティ3F）
「くらしと福祉」編集委員会
日時：６月３日 ㈪
10：00
場所：医福研
市民の会・区民の会合同会議
日時：６月５日 ㈬
10：00
場所：戸畑生涯学習センター
349回さよなら原発金曜行動
日時：６月７日 ㈮
18：00
場所：小倉駅デッキ
第２回憲法連続講座（中野洋一講演会）
日時：６月８日 ㈯
14：00
場所：生涯学習総合センター3F

北九州社保協24回総会・学習会（長友薫輝講演会）
日時：６月８日 ㈯
13：30
場所：健和会複合施設地域交流センター
憲法ネット事務局会議
日時：６月11日 ㈫
12：00
場所：小倉東法律事務所
さよなら原発集会実行委員会
日時：６月11日 ㈫
18：00
場所：生涯学習総合センター
350回さよなら原発金曜行動
日時：６月14日 ㈮
17：30
場所：小倉駅デッキ
北九州母親大会
日時：６月16日 ㈰
10：00
場所：黒崎ひびしんホール
351回さよなら原発金曜行動
日時：６月21日 ㈮
18：00
場所：小倉駅デッキ
352回さよなら原発金曜行動
日時：６月28日 ㈮
18：00
場所：小倉駅デッキ

