八王子・生活者ネットワーク

ＴＰＰで私たちの暮らしがどうなるの？
「サルでもわかる！」で有名な安田美絵さん
に学ぶ！！ 食の安全はもちろんのこと、医
療、労働、など様々な分野で影響を及ぼすだ
ろうＴＰＰ。自由と安心が奪われてしまう日、
私たちの暮らしはいったいどうなってしまう
のか、「食べて」
「聞いて」学びましょう。
＜午前の部＞「食べてわかる！豆乳ヨーグル
ト＆マクロビ料理教室」
＜午後の部＞「聞いてわかる！安田美絵さん講演会」
日 時：11 月 30 日（土）
〈午前の部〉10 時～ 13 時半 〈午後の部〉14 時～ 16 時
会 場：北野市民集会所（北野事務所２階）
〈午前の部〉料理講習室 〈午後の部〉大会議室
参加費：〈午前の部〉2700 円（生活クラブ運動グループ各団体の
会員）
、3000 円（一般）
、1500 円（小中高）
、無料（小
学生未満）
。午後の部の参加費も含まれます。
定員：36 名（要申込・先着順）
〈午後の部〉前売り 600 円・当日 800 円、定員：60 名
協 賛：生活クラブ運動グループ八王子地域協議会
●〒 192-0066
八王子市本町 3-4 TRY ビル 3 階
電話 : 042-623-8802 FAX: 042-627-4507
メール：hachiouji-net@nifty.com
HP:http://hachiouji.seikatsusha.me/

八王子平和市民連絡会

みんなでピーストーク
本年の八王子平和強化月
間の締めくくりとして、
平和や人権などの話題を
みんなで語りあう、フー
ド・ドリンク付きの交流
イベントを開催します！
今年の平和強化月間に参
加した団体によるトーク
のほか、さまざまな企画
を実施予定。
参加希望の方は下記連絡先よりお申し込みください。
日 時：11 月 30 日（土）午後５時～
会 場：アミダステーション
参加費：1500 円（フード・ドリンク付き）
●連絡先／電話：080-4904-5962 FAX：020-4624-2381
E-mail：Peace8-owner@yahoogroups.jp

わたしたちの街の平和のコミュニティ！あなたも八平連に参加しませんか？
八王子平和市民連絡会（八平連）は、八王子で憲法・平和・人権に取り組む諸団体・個人の情報交換の交流の場を設け
ることを目的とした、緩やかなネットワークです。八王子憲法 9 条の会、三多摩 9 条連、止めよう戦争への道！八王子連
絡会、八王子平和イベント実行委員会、八王子平和遺族会、八王子オンブズマン等の市民団体の関係者や、平和運動をす
すめてきた個人、民主党、社民党、共産党、生活者ネットワーク等の政党関係者・議員、勤労者市民センター、八王子労
働組合総連合、JR 東労組等の労働組合の代表といった幅広い顔ぶれの 50 人余りの呼びかけにより発足しました。

八王子平和市民連絡会
TEL：080-4904-5962 ／ E-mail：Peace8-owner@yahoogroups.jp
http://peace802.web.fc2.com/

八王子市教職員組合

八王子市民のがっこう「まなび・つなぐ広場」

八王子市民のがっこう「まなび・つなぐ広場」

日本中国友好協会八王子支部

八教組教研集会 憲法「改正」と教育のこれから

風しもの村 原画展

チェルノブイリとフクシマ

「中国からの引き揚げ～少年たちの記憶」漫画展

～教育ファシズムに抗して～

〜貝原浩が遺したチェルノブイリ・スケッチ〜

―子どもを守る社会を―

憲法の ｢改正｣ が叫ばれ、教育へのファシ
ズムのうねりが迫ってきています。中京大
学国際教養学部教授大内裕和さんを講師に
迎え、この動きに翻弄されていく現場でど
のような抵抗ができるのか、｢平和と人権｣
を守る手だてをどう伝えていくのかを探っ
ていきたいと思います。
日 時：10 月 18 日（金）午後５時半～
会 場：八王子労政会館・第４会議室
参加費：なし

チェルノブイリの悲しいド
ラマ、そこに生きる人々の息
づかい……。データや言葉で
は表しきれない「風しもの
村」の真実を、やさしく、あ
ざやかに、そして忠実に描
いた作品を、ぜひご覧くださ
い。
日 時：11 月 1 日（金）～ 11 月 14 日（木）
〈平日〉午後１時〜６時 〈土日祝〉午前 10 時～午後６時
会 場：アミダステーション
参加費：なし

展示「風しもの村」の開催にあわせ、チェ
ルノブイリやヒロシマなどで、被害者への
支援に長年取り組んでこられた小寺さんを
招いて講演会を開催します。フクシマ後の
日本に生きる私たちにとって、チェルブイ
リの経験を学ぶことが求められているので
はないでしょうか。
◇お話 小寺隆幸さん（チェルノブイリ子ど
も基金理事・原爆の図丸木美術館理事長）◇朗読 林洋子さん（女
優）詩／若松丈太郎「神隠しの街」
・和合亮一「田園」
日 時：11 月９日（土）午後２時～午後４時
会 場：アミダステーション
参加費：500 円（先着 40 名）

中国から引き揚げてきた漫画家
たちが、中国での生活と引き揚
げの体験を、『忘れないため。二
度と繰り返さないため。知り合
いと多くの未知のもの同士が、
戦争と平和について、引き揚げ
について語り合うきっかけに。
（作者談より）
』との思いで、残
る記憶をユーモアと辛辣な風刺
をもって描 いた作品を展示しま
す。
日 時：11 月 20 日（水）
：午後０時～午後７時
21 日（木）～ 22 日（金）：午前 10 時～午後７時
23 日（土）
：午後 10 時～午後３時
会 場：学園都市センター・第１ギャラリー（東急スクウェアビル 11 階）
参加費：前売券 500 円・当日券 600 円（高校生以下無料）

●連絡先／〒 192-0053 八王子市八幡町 14-13
電話 /FAX：042-625-7955
メール：hacjikyouso2002@nifty.com

きたがわてつと平和を歌う会

コンサート「きたがわてつと平和を歌う」
シンガーソングライターの
きたがわてつさんは、日本
国憲法前文ならびに９条に
メロディーをつけ、平和を
願う気持ちをこめて、謳い
続けてきています。自民党
の憲法を変えようとする動
きにストップをかけるため
にも、私たちの誇るべき日
本国憲法を歌にのせて、心
に染み込ませませんか。あのソフトでやさしい歌声と一緒に。
日 時：10 月 20 日（日）
開場：午後２時 15 分～ 開演：午後２時半～
会 場：北野市民センター・ホール
参加費：1000 円

●連絡先／〒 192-0912 八王子市絹ヶ丘 2-11-7（みんなの居場所）
電話：090-4125-9259（担当：陣内）、042-636-8158（担当：伊藤 月 / 木）
メール：jinnaiya@mbk.nifty.com
八王子手をつなぐ女性の会

●連絡先／〒 192-0082 八王子市東町 3-4 アミダステーション
電話：080-4904-5962 FAX：020-4624-2381
メール：hachikou802@yahoo.co.jp
HP：http://843koza.info

憲法９条－世界へ未来へ三多摩連絡会（三多摩９条連）

小倉英敬氏講演会
〜参議院選挙の結果と今後の課題〜
自民党が改憲を声高に掲げてきている中で
新聞やテレビでのアンケート結果から見て
も多くの有権者は改憲に反対という意見が
多数を占めていた。しかし参議院選挙の結
果は、自民党の圧勝に終わった。この結果
を我々はどう受け止め、今後どうすべきか
を小倉氏の提起を受け、みんなで討論して
いきたいと思います。
日 時：11 月２日（土）午後２時～
会 場：クリエイトホール・展示室
参加費：500 円

●連絡先／〒 192-0073 八王子市寺町 61 JR 八王子クラブ 2F
電話：042-627-4451 FAX：042-627-4452
メール：jreuhachi@excite.co.jp
第 16 回・八王子「平和を愛する文化祭」実行委員会

映画会「シロタ家の 20 世紀」

2013 第 16 回・八王子平和を愛する文化祭

婚姻における男女平等を謳った憲
法 24 条の起草者ベアテ・シロタ・
ゴードンの父レオは、世界的ピア
ニストで、日本の楽壇に貢献した。
レオの弟ピエールもパリの音楽界
で栄光を手にするが、アウシュ
ビッツで命を落とした。兄ヴィク
トルはワルシャワで行方不明と
なった。24 条にはベアテの平和
への祈りが込められている。
日 時：10 月 24 日（木）
開場：午後６時 10 分～ 開演：午後６時半～
会 場：学園都市センター・イベントホール（東急スクウェアビル 12 階）
参加費：1000 円

「まもれ憲法 生かせ憲法！～今を生
きるあなたへ」がテーマ。絵手紙、写真・
陶芸・書などの作品展示、諸団体によ
る各種展示。おいしいお茶と和菓子の
お点前（お茶席券 300 円）。ホール企
画 ◇２日午後：憲法落語、
『変えたら
大変！ 日本国憲法』交流討論会 ◇３日
午後：フォトジャーナリスト・森住卓
さん（写真）の講演「世界の核汚染と
福島 あなたの未来」ほか合唱、憲法
紙芝居。
日 時：11 月２日（土）午後０時 30 分～午後８時
３日（日）午前９時～午後５時
会 場：八王子労政会館
参加費：参加費なし
文化祭協力券として一般：1000 円 学生：500 円

●連絡先／〒 192-0046 東京都八王子市明神町 1-16-15
電話：090-6147-1257 FAX:042-646-2910
HP：http://www.marute.net

●連絡先／〒 192-0082 八王子市東町 3-4 アミダステーション
電話：080-4904-5962 FAX：020-4624-2381
メール：hachikou802 ＠ yahoo.co.jp HP：http://843koza.info

●連絡先／電話：042-664-0823（清水）、042-636-9952（土岐）

八王子憲法集会実行委員会

第 2 回八王子憲法集会
憲法と民主主義の危機―解釈改憲という逸脱を問う
反対が強くて改憲はできない、だ
から解釈変更で実質的に改憲？―
―集団的自衛権の行使容認や自衛
隊の制度変更など、憲法は変えさ
せていないのに、平和国家ニッポ
ンのありかたが、ごそっと変わり
つつあります。かつてない解釈改
憲の進められ方の実態を、気鋭の憲法学者・青井未帆さん（学習
院大学教授）が報告します。
日 時：11 月 16 日（土）午後６時～午後８時 30 分
会 場：八王子労政会館・ホール
参加費：500 円
託 児：託児希望の方は 11 月 10 日までに予約を（無料）
●連絡先／電話：080-4904-5962 FAX：020-4624-2381
HP：https://www.facebook.com/hachi.kenpou

PLEASE NO WAR 市民の会・I 女性会議八王子支部・館町「ひと」の会 共催

アーサーのペテン学講座

●連絡先／〒 193-0823 八王子市横川町 108-6-204
電話 /FAX：042-623-6918
HP：http://yuukouhachikara.dondon.cc

渡辺静代

一般財団 八王子勤労者福祉会館

映画「サウンドオブミュージック」上映会
この映画の魅力は、映画ならではの大
画面でしか味わえない迫力で、美しい
アルプスの大自然を感じられること。
そして老若男女だれもが口ずさんだこ
とのある数々の歌。しかし、そのストー
リーの大切なところは、ヒトラーから
の召集令状を拒否し、国境を越えて行
く家族を描いた反戦映画でもあること
です。
日 時：11 月 23 日（土）
開場：午後１時半 開演：午後２時
会 場：南大沢文化会館・主ホール
参加費：1000 円（前売り 900 円、中高生 500 円、小学生 200 円、
小学生以下無料）
●連絡先／〒 192-0053 八王子市八幡町 14-13
電話 /FAX：042-628-4909 メール：BCF02752@nifty.com

八王子市民のがっこう「まなび・つなぐ広場」

―憲法を活かす力を蓄えるために―

ＴＰＰが日本の光景を変える？

アメリカ生まれの日本語詩人アーサー・ビ
ナードさんが、広告と文学の違い、原子力
のウソ、日米の憲法の言葉についても、わ
かりやすく語ります。

１％の多国籍大企業の利益のため
に 99％の民衆の生活が犠牲に？―
―私たちの生活と切っても切り離
せない、国民皆保険制度や軽自動
車の軽減税制度も無くなる！ 農業
だけではない、ＴＰＰ（環太平洋
連携協定）のあぶない内容を、第
一線で発言をつづける鈴木宣弘・東京大学教授が語ります。
日 時：11 月 23 日（土）
開場：午後６時 開会：午後６時半 閉会：午後９時
会 場：八王子労政会館・ホール
参加費：500 円
託 児：保育は一週間前までに要予約（無料）

◎講師プロフィール：アメリカ・ミシガン州生
まれの詩人、俳人、随筆家、翻訳家、ラジオパー
ソナリティ。詩集『釣り上げては』
（思潮社）で
中原中也賞受賞。絵本『ここが家だ ベンシャー
ンの第 5 福竜丸』（集英社）で日本絵本賞受賞。

日 時：11 月 18 日（月）開場：午後６時 10 分 開演：午後６時半
会 場：学園都市センター・イベントホール（東急スクウェアビル 12 階）
参加費：大人：1000 円、中・高・大学生・障がいのある方：
500 円、前売・予約優先
託 児：託児希望の方は 11 月 10 日までに予約を（無料）
●連絡先／〒 192 － 0904 八王子市子安町 4 － 28 － 11 － 201
電話：090-4427-9234（井上）、090-3816-3806（花澤）
FAX：042-626-6435 メール：info@inouemutsuko.net（井上）

●連絡先／〒 192-0082 八王子市東町 3-4 アミダステーション
電話：080-4904-5962 FAX：020-4624-2381
メール：hachikou802@yahoo.co.jp HP：http://843koza.info

