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【仁比そうへい議員を囲もうぜ！ Voi.1 】
2019 年 6月21日（金 ) 18:30 開会～20 時 20 分閉会
冒頭、完成したばかりの仁比聡平紹介ビデオ（約６分）を見る。
前回 2013 年の参議院選挙での結果は、自民党の圧勝、日本共産党の
躍進、民主党の大敗北であった。2016 年の参議院選挙では 30 の選挙
区全てで野党共闘が実現し、自民党は大幅に議席を減らした。自民公明
維新を４議席減らすことができれば、改憲派が 2／3を割り、改憲願望
を取り敢えず打ち砕くことができる。
マクロ経済スライドは、年金減らしの政策である。高額所得者の保険
料の増額で年金原資を増やすべきである。
現在は1000万円で上昇率はストップ。
これを2000万円迄上
げると1兆 6 千万円出て
くる。安倍晋三はこれを
「馬鹿げた提案だ」と気
色ばんで反対。高額所得
層と大企業への優遇をや
めることに対しても「馬鹿
げた提案だ」と言った。

田村貴昭議員、駆け巡る！
国会と福岡を行ったり来たり。でも質問はありません。今日は国家戦略
特区ワーキンググループの会議隠ぺい問題で、野党合同ヒアリング。漁業
法をめぐる問題なので、地方創生委員会なり農水委員会を開いて、解明す
る必要が本来あります。
年金・2000万円貯金問題もしかり。日米貿易交渉も、イージス・アショ

アのウソ説明もしかり。消費税
増税も安倍外交も･･･。予算委
員会でしっかり議論すべき問題
が山積しています。
野党は、麻生大臣の不信任決
議案を衆議院に、参議院には問
責決議案を提出しました。明日
両院の本会議にかけられます。

 （田村貴昭氏 6.19FBより）

参議院選の勝利めざして
北九州労働者日本共産党後援会

６月19日（水 ) 18 時 30 分から戸畑生涯学習センター３階会議室で、「参
議院選挙勝利をめざす北九州労働者日本共産党後援会単位後援会活動
者会議」が開かれ、15の単位後援会から32人が参加しました。参議戦
をめぐる状況について、元衆議院議員の真島省三氏が詳しく報告。日高
事務局長が当面の行動について提案、６人の参加者から現在のとりくみ
状況などについて発言が有り、労働者
後援会として６月30日、７月７日、７月
14日の日曜日に11時から宣伝行動を取
りくむ提案が有り、全体の拍手で確認
されました。
仁比聡平参議院議員の３選と併せ、
全国で比例７人の当選のために全力をあ
げることが確認されました。

仁比そうへいウェブサイト紹介
http://nihi.nihinet.info

仁比ネットは、毎日の生き生きとし
た仁比さんの活動状況が発信されて
います。下記は 6月22日の活動紹介
です。
日本共産党の仁比そうへい参院議
員・比例予定候補は、６月22日には熊本県内の演説会やつどいで訴え、
23日には松江市から高知市まで駆け抜け、両市で開かれた演説会で訴え
ました。22日午前、熊本県荒尾市で開かれた演説会には、多くの漁業者
や党派を超えた市民も参加しました。仁比予定候補は、この６年間で 260
回質問し、安倍首相とは 24回、直接対決してきたことを紹介。水俣病被
害者救済や諫早湾干拓事業問題、熊本地震の生活と生業（なりわい）再
建などで共同のたたかいを広げ、政治を動かしてきたことを述べ、「三度
国会に送ってほしい」と訴えました。「くらしに希望を―三つの提案」を「ご
いっしょに実現させましょう」と呼びかけました。熊本市の繁華街に移動
し、山本伸裕県議と街頭演説。その後、同市の党法律事務所後援会の
つどいで、参院熊本選挙区の市民と野党の統一候補、あべ広美氏（弁護

士）とともに訴えました。ノーモア・ミナマ
タ第２次国賠訴訟原告団の森正直団長は、
仁比候補の国会での追及に「心を強くした」
と語り、「仁比さんも、あべさんも被害者救
済に国会になくてはならない存在。いっしょ
に送り出したい」と話しました。

 （しんぶん赤旗　2019 年６月24日）

田村さんが仁比さんにエール
参議院選挙 がんばれ、仁比そうへいさん！
さあ、参議院選挙。がんばれ、仁比そ
うへいさん！比例代表選挙で３選必ず！
九州沖縄で私たちも全力をあげます。赤
嶺政賢議員とともに、奮闘を誓い合いまし
た。
仁比さんのかりゆし、決まってます（^^）。　

 （田村さんFBより）

今年も、国民平和大行進に参加しよう！
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福岡選挙区は、かわの祥子！

参議選特集！安倍政治から野党連立政権へ！

参院選公示の日
田村議員が仁比・かわの候補を応援

７月４日、福岡選挙区・かわの祥子候補
と比例代表・仁比そうへい候補が博多駅
前で元気いっぱい第一声を上げました。安
倍政権を退場させるには、定数３の福岡で
共産党が入ってこそ。直方市議出身、即戦
力の政治家。1980 年生まれの若い力でが
んばります。福岡選挙区は、かわの祥子候
補へ。秘密保護法、戦争法、共謀罪ー憲
法違反の悪法強行と対決し、平和と民主主義を守る第一線にいつも仁比
議員の姿がありました。今もこれからも国会に必要な議員です。比例代表
選挙ではぜひとも日本共産党を、仁比そうへい候補を３たび国会へ押し上
げてください。
 （田村貴昭氏 FBより）

福岡県弁護士会が憲法市民講座
７月４日（木）、北九州弁護士会館で憲法市民
講座が開かれました。川上詩朗弁護士（日弁連
憲法問題対策本部事務局長）が「弁護士会は憲
法改正についてどう考えているか？」について講
演しました。憲法改正問題に対する日弁連の見解
と基本的スタンスを明確にしたうえで、自衛隊等
明記案による憲法改正の問題点を詳細に検討しま
した。最後に、憲法改正論議に対する弁護士会
としての今後の課題について述べられました。

北九州労働者後援会が大宣伝行動
７月７日（日）今日は七夕だ。11時から小倉駅前広場で北九州労働者
後援会の大宣伝行動が取り組まれ、50人を超える労働者が参加しました。
最初はマイクが使えない関係でチラシ配布。元気よく「こんにちは！日本
共産党の法定ビラです。受け取ってお読みください。」と差し出すと受け取

りもよく元気の出る宣伝行動となりまし
た。
宣伝行動の後半に、真島省三元衆
議院議員が参加し、マイクを使った訴
えを行ないました。宣伝行動の最後は、
日高労働者後援会事務局長が、「安倍
９条改憲ＮＯ！消費税増税ストップ、８
時間働けばまともな暮らしが出来る社会の実現を！」と訴え、１時間にわ
たる宣伝行動は終わりました。
 （堀田和夫氏 FBより）

八幡市民会館の活用を求める連絡会
（第41回）

７月８日（月）、上記連絡会があり、３時間熱心に討議しました。①八
幡市民会館を埋蔵文化財センターへ用途変更することについて公開質問
状への回答に対する再質問、②公共施設マネジメント実行計画の施行規
則制定について公開質問状への回答に対する再質問、③移転した八幡図
書館について公開質問状への回答に対する再質問という３つの事項を討議
し、再質問の内容を決定しました。このうち、①に関連する議会陳述が７
月11日（木）に教育文化委員会でありました。この日は、城野遺跡公園

を実現する会と八幡図書館の新
設をもとめる市民団体も意見陳
述しました。いずれも継続審議
となりました。次回連絡会は、
８月19日（月 ) 13：30 大谷市民
センター。

第6回平和のための戦争展実行委員会
７月11日（木）、戦争展実行委員
会開催、企画案の検討をしました。
今年の主な展示は、反核医師の会：
原爆と原発、日中友好協会：村瀬守
康中国戦線従軍写真、重慶無差別
爆撃写真、広島原爆実況写真、西
山進マンガ展など貴重な展示が並び
ます。戦跡ツアーは、門司地区を巡
ります。8月25日（日）13：00　門
司港駅から出発。全体企画は、チラ
シ参照。

写真展「大浦湾の生きものたち」
日時：８月１日 ㈭～５日 ㈪ 10：00
場所：エフコープ沼店　あっぷるサロン沼
357回さよなら原発金曜行動
日時：８月２日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ
市民の会事務局会議
日時：８月７日 ㈬ 10：00
場所：市民の会事務所
358回さよなら原発金曜行動
日時：８月９日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ
戦争展実行委員会
日時：８月10日 ㈯ 14：00
場所：生涯学習総合センター
359回さよなら原発金曜行動
日時：８月16日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ
平和のための戦争展in北九州
日時：８月17日 ㈯～18日 ㈰ 10：00
場所：黒崎コムシティ
平和ネット19日定例行動
日時：８月19日 ㈪ 18：00
場所：小倉駅デッキ

企画運営委員会
日時：８月20日 ㈫ 18：30
場所：市民の会事務所
市民の会・区民の会合同会議
日時：８月21日 ㈬ 10：00
場所：戸畑生涯学習センター
360回さよなら原発金曜行動
日時：８月23日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ
第31回「8.15平和を考える集い」
白井聡講演会 「新元号と天皇制の今後」
日時：８月24日 ㈯ 14：00
場所：ムーブ5F
参加費：1,000円
主催：新聞OB会北九州

戦争展戦跡ツアー 門司地区の戦跡を巡る
日時：８月25日 ㈰ 13：00
361回さよなら原発金曜行動
日時：８月30日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ
樋口元裁判官講演会
「あの判決にこめた私の考えと思い」
日時：８月31日 ㈯ 14：00
場所：福岡県弁護士会館大ホール
参加費：500円
主催：樋口英明さん講演会実行委員会

今後の予定８月
Augu

st
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