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高齢者福祉乗車券を実現しよう！
請願署名スタート集会

北九州革新懇が第20回総会
2019 年 12 月 21 日（ 土 ）
、14：
00 〜 16：30 戸畑生涯学習セン
ターで、第 20 回北九州革新懇総
会が開かれました。各地域革新懇
の代表の皆さんを中心に 40 名が
参加され、革新懇の役割と展望に
確信が沸く総会となりました。冒
頭、竹下福岡県革新懇代表が挨
拶、革新懇の意義と北九州革新
懇への希望が熱く語られました。
今回の総会は、情 勢と革新 懇
の役割についてしっかり学習することをメインにし、3 名の論客にお話しいただきまし
た。来賓として駆けつけてくれた田村貴昭衆議院議員は、
「桜を見る会」をめぐる国
会論戦を軽快に語り、国会での野党共闘と政策合意の進展を論理明快に説きました。
基調講演は、篠田清氏（北九州革新懇代表世話人）が「野党共闘の発展で総選挙
勝利を目指す革新懇の役割」について語りました。追い詰められる安倍政権に対し
て市民と野党の共闘の到達点を説明、総選挙を闘う市民連合的なものをつくるうえで、
北九州革新懇がイニシアチブを発揮すべきだと結論づけました。石田康高市議団長
は、1 年間の北橋市政の特徴を報告し、特に、ＩＲ・カジノ誘致と下北道路をつくる
ため、支離滅裂な議会答弁を繰り返す当局の理不尽さを糾弾し、市民要求運動を支
援する革新懇の役割を明らかにしました。
次いで、4 つの地域革新懇（八幡西、若松、戸畑、小倉南）から生き生きとした活
動報告があり、北九州革新懇を支える底力を感じました。それだけに門司、八幡東、
小倉北の地域革新懇を立ち上げる必要性を痛感しました。
小選挙区候補者を 1 本化し、市民連合の広がりで総選挙を勝利するために、北九
州革新懇の役割の大切さを確認できた総会であった。
（文責：三輪俊和）

2020年あけましておめでとうございます
民主主義も文明も壊す安倍政権を打倒し、国民と野党共闘の力で、野党連合政権
を打ち立てるべき新年が明けました。しかし、この年明けに、トランプ政権は 3 日、
イラン「革命防衛隊」精鋭部隊のソレイマニ司令官を攻撃し殺害、中東に新たな戦争
の火種を持ち込みました。地球規模の戦争を仕掛けるトランプ政権に追随し、日本を
「再び戦争する国」づくりを進める安倍政権は、倒せるし、倒さねばなりません。散
らぬなら、散らして見せよう安倍桜。
戦争のない世界。クリーンな地球。みんなが豊かに暮らせる民主的な社会。ひとり
一人の力を一つに。

北九州市の新科学館建設で市民意見
（パブリックコメント）を募集（12月27日から１か月間）
― 疑問や問題点の意見を出しましょう −
現在、八幡東区桃園にある児童
文化科学館を、新科学館としてス
ペースワールド跡地に計画予定の
イオンモール敷地内に新施設をつ
くる。
北九州市は、基本計画に対する
市民意見を募集している（12 月 27
日から１か月間）

主な計画

【新科学館 配置状況図 北九州市基本計画より】

スペースワールド跡地にイオン
モール新施設を建設し、JR 駅側の一部を市が借りて新科学館を整備する。市は賃
料を払う。
また、新科学館は、同じく東田にあり、新科学館建設予定地から約 400 ｍ離れて
いる北九州イノベーションギャラリー（略称 KIGS）を、教育普及施設として一体的に
活用する計画

事業費 28 億円（内装と展示にかかる費用）

市民意見（パブリックコメント）に応募しましょう
新科学館の計画内容や応募方法はホームページに掲載されます。
（写真は、1 月 1 日、八坂神社に初詣でする日本共産党議員の皆さんらです。）

北九州市パブリックコメント

検索

北九州市民の会 月刊ニュース
お詫び訂正
月間ニュース 42 号（12 月号）の日程欄に、小倉タイムスを
支援する会第 2 回総会を１月 23 日（土）北方市民センターと
記載しましたが、その後の実行委員会で、以下の要領に変更
されました。お詫びし訂正します。

小倉タイムスを支援する会第 2 回総会
日 時： ３月 14 日（土）18：30
場 所： 戸畑生涯学習センター
この総会では、藤本修子さんが「小倉タイムス奮戦記」を自由奔放に語ることになっ
ています。どうぞ、ご参加ください。

小倉十日ゑびす祭
北九州市小倉北区商店街を練り歩く小倉十日ゑびす祭「宝恵（ほえ）かご道中」は、
１月 10 日（金）10 時から行なわれ、地区労連事務所のある黄金市場には 10 時 30
分くらいから練り歩きが始まり、事務所の中まで「商売繁盛ヨイヨイサー！、商売繁盛
ヨイヨイサー！、商売繁盛ヨイヨイサー！」のか
け声が聞こえてきます。
この行事は、昭和 23 年から 70 年以上続い
ている街に福を呼び込む縁起練り歩きです。商
店街の従業員などから選ばれたミス恵比寿が芸
者姿で商店街を練り歩くものです。
（堀田和夫氏
ＦＢより）

地区労連旗開き
北九州春闘共闘連絡会、北九州地区労働組合総連合共催で、2020 年新春旗開き
が、1 月 10 日 18 時 15 分から小倉北区リーセントホテルで開かれ、市内の労働組合
や民主団体、政党、法律事務所などから 130 人を超える参加で大きな成功を勝ち取
りました。
情勢を反映し、新春旗開きの雰囲気は、
「トランプに従属し、日本を戦争に巻き込
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む安倍政権は、倒さねばならない。野党連立政権を
つくり、みんなが豊かに暮らせる民主的な社会をつく
ろう。」という決意がみなぎっていました。各テーブ
ルでは談笑があり、すべての参加組合員の紹介もあ
り、とても楽しく、闘いのスタートを誓い合えた旗開
きで、最後は、団結がんばろう！でした。

新成人 一番の願い
長崎 晴れ着でヒバクシャ署名
「『ヒバクシャ国際署名』をすすめる長崎県民の会」
は 12 日、成人式会場の長崎ブリックホール（長崎市）
のロビーで署名行動に取り組みました。晴れ着やスー
ツに身を包んだ新成人は「核兵器はいらない」とペン
をとり、約１時間で 184 人が署名しました。
被爆者で「県民の会」共同代表の田中重光さんら
30 人が参加。
「祝成人」と掲げられた横断幕にはローマ教皇の核廃絶のメッセージ
も記され、
「成人の日に核廃絶の署名を」と協力を呼びかけました。
キリスト教信者で、長崎でのローマ教皇のミサに出席したという女子大学生は「教
皇のメッセージに感動した。被爆地
（写真）
「核兵器はいらない」と署名する新成人＝ 12 日、
長崎市
をつくらないためにも力になりたい」と署名しました。
韓国の民族衣装チマチョゴリをアレンジしたドレスを着た
女性は「韓国が好きで日本と韓国を行ったり来たりしていま
す。韓国は戦争中（北朝鮮と休戦状態）なので核兵器は絶
対なくなってほしい」と署名しました。
地元の女子大学生は「核兵器廃絶は一番しなきゃいけないこと」と語り、ペンを
走らせました。
（しんぶん赤旗より）

北九州市の新成人 9576 人
北九州市の成人式は、12 日メディアドームであり、新成人 9576 人のうち約 7100 人
が参加。例年、派手な衣装で注目される北九州市の成人式だが、今年も奇抜な衣装
や髪形の若者の姿があった。式の進行を無視して私語を続ける若者もいたが、大きな
トラブルもなく式は終了した。
（朝日新聞記事を略記）
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今後の予定

憲法共同センター総会
日時：２月１日 ㈯
14：00
場所：生涯学習総合センター
講演：白神優理子弁護士
参加費：500円
382回さよなら原発金曜行動
日時：２月７日 ㈮
18：00
場所：小倉駅デッキ
383回さよなら原発金曜行動
日時：２月14日 ㈮
18：00
場所：小倉駅デッキ
野依いさむさんを偲ぶ会
日時：２月15日 ㈯
14：00
場所：若松市民会館小ホール
平和ネット19日定例行動
日時：２月19日 ㈬
18：00
場所：小倉駅デッキ
区民の会・市民の会交流会
日時：２月19日 ㈬
10：00
場所：生涯学習総合センター
384回さよなら原発金曜行動
日時：２月21日 ㈮
18：00
場所：小倉駅デッキ
「くらしと福祉」編集委員会
日時：２月27日 ㈭
10：00
場所：医福研
385回さよなら原発金曜行動
日時：２月28日 ㈮
18：00
場所：小倉駅デッキ

