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大成功！ 今年の戦争展はよかった！
８月 18 日（土）・19 日（日）、
「第 24 回平和の
ための戦争展 in 北九州」が開催されました。延
べ参加者は 790 名。望月衣塑子さんの記念講演
は、参加者（280 名）を魅了しました。舞台狭し
と駆け回り、会場は爆笑と熱気に包まれました。歌声も、青年の主張も、
語り部の皆さんのお話も、感動で聞き入りました。市民ギャラリーに展示
された写真と資料は、ゆっくりと鑑賞ができ、来訪者（410 名）の皆さん
から戦争に対する思いがつづられた多くの感想文が寄せられました。今年
の戦争展は大成功でした。

県労連が定期大会
８月 19 日（日）10 時から、福岡市第３偕成ビル４階会議室で、福岡県
労連第 29 回定期大会が代議員、傍聴者、役員、
来賓など 110 人を超える参加で大きな成功を収
めました。出席した来賓は、全労連小田川議長、
福岡県春闘共闘連絡会福岡市職労辻永書記長、
自由法曹団山本弁護士、日本共産党田村衆議院議員、無所属野田参議
院議員、社民党佐々木県会議員で、それぞれから祝辞とこれからの取り
組みに対する決意が述べられました。
日本共産党からは、高瀬県会議員、山口県会議員、木下労働部長も参
加しました。江口議長の挨拶に始まり、福山事務局次長の経過報告、決
算報告は小川事務局次長、運動方針は道下事務局長が提案し、代議員
の発言で補強され賛成多数で採択されました。役員選挙は、7４人の代
議員が投票し、最高得票数７４ 最低得票数 73 で全員信任されました。
新しく議長に就任した山下議長は、新役員を代表して「４万県労連を目指
しがんばる」と決意。最後は、山下新議長音頭の「団結がんばろう」で閉
めました。
（堀田和夫 FB より）

学校ウオッチング11年間で１２５校を視察訪問
2018 年８月 23 日、
「北九州市の公
共施設を良くする会」は、14 校の小
中高学 校を 25 団体、145 名参加で
視察しました。この会は 2008 年４月
に発足して 11 年目を迎えました。参加団体は、福岡県建設労働組合、新
日本婦人の会、北九州地区労働組合総連合、年金者組合、民主商工会、
全教、小倉タイムス、日本共産党北九州市議団などです。
公共施設を市民の目でチェックし、市民にとって安全で使いやすい施設に
していくことを目的とした活動です。これまで、小・中学校などの協力を得て、
子どもたちの快適な教育環境と施設周辺地域の安心・安全な環境の実現を
願い、施設改善を中心に市教育委員会へ要望書を提出してきました。
今回も、学校施設を全般的に調査することとし、教室などの建屋の状
況や屋外の運動場・遊具、学校施設内の安全確保、避難所などの点につ
いても視察しました。

猛暑でも、金曜行動は、熱く続く
8 月 24 日（金）、さよなら原発北九州連絡会の第 310 回目の金曜行動。
署名を呼びかけ、歌って、コールして原発をなくそうと呼びかけました。こ
の異常猛暑で、九州電力は高齢者の熱中症防止に電気の使用を呼びかけ
ています。電気の安定供給が続いています。即ち電気は足りています。原
発止めて、再生可能エネルギーに置き換えましょう。
（田村貴昭氏 FB より）
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て戦い続けよう」と題した講演を聞き、3000 万署名に向けて、全力で取
り組む決意を共有することができた講演会となった。勝利するには沖縄の
辺野古の闘いや国会前の闘いをはじめ、
「市民の非暴力直接行動」と、
「選
挙への市民の参加」を「車の両輪」でたたかうことと、
「国民投票で勝負」
ではなく、3000 万署名など、改憲派が発
議しても勝てそうもないと思うような状況、
改憲発議ができない状況を作りだそうと
熱く訴えられた。最後は、
全員
「頑張ろう！」
で決意を固めた。

八幡市民会館を保存！ 市民運動の成果！
北九州市は日本を代表する建築家の村野藤吾
（1891 〜 1984）が設計し、
2016 年３月に閉館した旧八幡市民会館（北九州市八幡東区）を保存する
方針を固めた。30 日に正式発表する。市立埋蔵文化財センター（同市小
倉北区）の展示、保管機能を移設する。住民や専門家から解体せずに再
利用を望む要望が出ていた。耐震工事などの関連費用は十数億円（ 西日
本新聞 8.28 夕刊より）
。同記事は、毎日新聞朝刊が最初に報道。
「八幡市民会館の活用を求める連絡会」には、支援する皆さんから「よ
かったですね！」というエールの声がたくさん届けられました。連絡会では、
今後の対応を次回（9 月１１日）に検討する。

風力発電について北九州市に要請書提出
若松の3つの市民運動団体
8 月 30 日、若松区の「若松のエネルギー基地化を考える会」
「響灘を危
険物ごみ捨て場にするなの会」
「平和とくらしを守るわかまつ区民の会」は、
北九州市長に対して、若松沖に設置予定の洋上風力発電施設について、
低周波を調査して影響を防ぐ方法等の住民が安心して生活できる対策を
取るよう要請しました。具体的には、洋上及び陸上風力発電によって発生
する低周波の測定器を設置し、測定値を市民に公表するよう求めています。
市は環境局地域エネルギー推進課と港湾空港局エネルギー拠点化推進課
が対応しました。

「沖縄と私たちの暮らしを考える会」が
宣伝行動の呼びかけ
８月 24 日付で、
「沖縄と私たちの暮らしを考える会」が、沖縄連帯小
倉駅大宣伝行動をすることを関係団体に呼びかけました。同会は、2018
年１月 16 日の三上智恵さん講演会を主催し、北九州市民の会は共催団体
でした。
「沖縄の問題は日本の問題」との認識を広めるため、９月 18 日
（火）
に沖縄連帯大宣伝行動を企画しました。日程が迫り急な呼びかけになった
ようですが、市民の会として、宣伝行動を成功させるため全力で取り組み
たいと提案させていただきます。

＜沖縄連帯小倉駅大宣伝行動＞
日 時：9 月 18 日（火） 18：00 〜 19：00
場 所：小倉駅南口デッキ上
規 模：300 人目標
内容案：① 署名行動 「辺野古新基地建設工事の中止と普間基地の
無条件撤去を求める請願」署名
② ビラ配布
③ 各団体からのリレートーク
④ 参加者は辺野古ブルーを身に着ける
⑤ 歩行者の目に訴えかけるパネル・横断幕等の作成

高田健さん講演会に100名

８月 25 日（土）
、
「平和をあきらめない北九州ネット」は、高田健さん（総
がかり行動実行委員会共同代表）を招き
「安部９条改憲阻止へ！確信をもっ
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＜事前実行委員会の開催＞
日
場

時：９月 5 日（水）18：30 〜
所：公益財団法人健和会本部 6 階会議室

北九州市民の会 月刊ニュース
内
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容：① 参加団体の確認
② 当日の宣伝行動内容検討
③ リレートーク発言者・内容検討
④ 当日の宣伝物確認
⑤ その後の取り組みなど意見交換

№ 27（2）

集会日時：11 月 3 日（土、文化の日）14 時開始
会 場：北九州市立男女共同参画センター・ムーブ５階大セミナールーム
資料代 ５００円
＜集会の持ち方＞ふくおか市民政治ネットワークを含む５野党に呼びか
けて野党と市民の対話集会を開催する。
４､ 次回会議（11. ３集会準備のため）
10 月５日（金）18 時 30 分
北九州生涯学習総合センター 1 階 B 会議室

連絡先：公益財団法人健和会本部総務教育部 八木
電話：093-592-3311 FAX：093-592-2722 e-mail：yagi@kenwakai.gr.jp

井筒屋黒崎店、小倉コレット店の閉店発表
従業員1868人、テナント420店に影響

第30回「八幡市民会館の活用を求める
連絡会」開催

井筒屋は、７月 31 日、井筒屋黒崎店を来年５月
31 日に、コレット井筒屋店を来年２月 28 日で閉店
すると発表しました。閉店による雇用、テナントの
営業、地域経済への影響は甚大です。
８月３日、日本共産党北九州市会議員団は井筒屋
３店舗の閉店問題について、北九州市長に対して雇用や関連企業対策につい
て申し入れを行いました。

９月 11 日（火）
、上記会議が開かれました。主要議
題は、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。これまで出された意見を総覧し、
連絡会としての見解をまとめることになりました。当面
の取り組みは、９月議会に陳情提出、市長に面談申し入れ（八幡市民会
館の用途変更、薬剤師会館建設に関して）が予定されています。
次回連絡会は、10 月９日（火）13：30 大谷市民センター。

９条の会・北九州憲法ネットが
第15回総会・記念講演

市民の会事務局だより

９月 1 日（土）、上記総会と記念講演が開催されました。オープニングは、
八重山民謡の歌と三線の演奏。小川和子さん
（八
重山古典民商協会師範）の華麗な声が聴衆者
の心にしみわたりました。総会では、第１４回
総会（2017.9.2）以降の活動経過、今後１年間
の活動方針、役員体制、会計報告があり、一括採択されました。
記念講演は、神陽子氏（九州国際大学准教授）が「憲法改正について
考える」と題して、軽快なテンポで、立憲主義とは、憲法改正の問題点、
どのように対応すべきかなどについて理路整然と語られました。

●８月31日（金）企画運営委員会で、市民の会会員の枠を超えた幅
広い市民と野党の共同を求めて市長選挙を闘っていくことを再
確認しました。市民との共同を求める話し合いは、
「市政を考え
る会」として継続、参加者を広げています。
しかし、期限が迫っているので、
「市政を考える会」の同意を得た
うえで、市民の会で「候補者選考委員会」と「政策委員会」を設
置すること決めました。
●９月15日（土）
「市政を考える会」開催、次回は10月４日（木）
18：30 生涯学習総合センター
●市民の会として市長選挙をどう闘うかを決定するために以下の
要領で企画運営委員会と幹事会を開きます。
【企画運営委員会】
議題：幹事会準備
日時：９月22日（土）18：30
場所：市民の会事務所
【幹事会】
議題：北九州市長選挙について
日時：10月２日（火）18：30
場所：戸畑生涯学習センター

北九州革新懇が世話人会議開催
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９月４日（火）
、北九州革新懇は、来るべき総会
の準備のため、世話人会を開きました。現情勢にお
ける革新懇の役割と１年間の活動方針を検討し、新
役員体制についても確認をしました。総会は以下の
要領で開催されます。
９月２２日（土）14：00 〜 16：00 戸畑生涯学習センター
学習会「市民・野党共闘と革新懇の役割」
（仮称）
講師：篠田清氏（日本共産党福岡県副委員長）

区民の会・市民の会合同会議
9 月５日（水）、上記会議が持たれました。各区（戸畑、若松、門司）
での活発な活動報告を出し合った。門司では、９月 15 日（土）14：00 門
司体育館にて
「旧競輪場の活用をみんなで考えるつどい」が開かれる。
「沖
縄と私たちの暮らしを考える会」主催の９月 18 日（火）沖縄連帯小倉駅
大宣伝行動に市民の会として参加することを合意し
ました。また、
「八幡市民会館の活用を求める連絡
会」が「北九州市公共施設マネジメント実行計画」
施行規則の制定を要望する陳情書を提出するが、
「市民の会」も共同して陳情提案することも合意しました。
次回合同会議は、10 月 17 日
（水）10：00 〜 12：00 戸畑生涯学習センター

平和ネット安倍改憲NO！実行委員会開催
９月 10 日（月）、上記定例会議が開かれました。以下のイベント等が決
定されました。
1､ ９月１９日定例街宣行動は、18：00 〜 19：00
小倉駅デッキ
天久弁護士：沖縄報告予定
２､ 署名について
現時点での到達：7 万 7835 筆目標は 25 万筆ですが 3 分の 1 にも
到達していません。早期に 8 万筆を超え、
12 万筆を目指しましょう。
３､ 11. ３集会について
集会タイトル：改憲阻止のための市民と野 党の対話集会（仮称）
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今後の予定

「くらしと福祉」編集委員会
日時：10月１日 ㈪
場所：医福研

10：00

市民の会幹事会
日時：10月２日 ㈫ 18：30
場所：戸畑生涯学習センター
市民の会事務局会議
日時：10月３日 ㈬ 10：00
場所：市民の会事務所
316回さよなら原発金曜行動
日時：10月5日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ
「11.3平和ネット野党対話集会」実行委員会
日時：10月5日 ㈮ 18：30
場所：生涯学習総合センター
地域経済研究会
日時：10月10日 ㈬ 14：00
場所：福岡県自治研事務所
317回さよなら原発金曜行動
日時：10月12日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ

第１法律事務所50周年記念祝賀会
日時：10月12日㈯ 15：00
場所：リーガロイヤルホテル
福岡県自治労連定期大会
日時：10月14日㈰ 13：30
場所：生涯学習総合センター
区民の会・市民の会合同会議
日時：10月17日 ㈬ 10：00
場所：戸畑生涯学習センター
318回さよなら原発金曜行動
日時：10月12日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ
新日鉄八幡うたう会コンサート
日時：10月12日 ㈮ 14：00
場所：ウエルとばた中ホール
参加料；1000円
第２回市民運動交流会
日時：10月20日 ㈯ 14：00
場所：ムーブ小セミナー室
319回さよなら原発金曜行動
日時：10月26日 ㈮ 18：00
場所：小倉駅デッキ
「くらしと福祉」編集委員会
日時：10月29日 ㈪
場所：医福研

10：00

