
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？

イベント会場案内マップ

八平連ってなぁに？
　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。

どんな活動をしているの？
　参加している団体や個人の取り組みを、みんなで共有し、
サポートしあうのが連絡会の大きな役割の一つです。「憲法
のことで勉強会を開きたい！」「チラシをどこで印刷したら
いいのかわからない」「イベントの賛同団体を募りたい」・・・
そんなときに連絡会は役立ちます。毎月の定例会では、各
団体・個人の取り組みを交流しあっています。ぜひあなた
も一緒に八王子の平和運動を盛り上げていきませんか？

誰でも参加できるの？
　連絡会には八王子に住み、学び、働く人、あるいは八王
子で活動している団体で、平和や人権に関心を持ち、憲法
９条を守ろうと思っている方なら誰でも参加できます。　
※参加お申込はインターネットからでも可能です。

八王子平和市民連絡会
TEL：080-3386-5962 ／ E-mail：Peace8-owner@yahoogroups.jp
http://peace802.web.fc2.com/



子どもたちの未来と自然エネルギーを考える八王子市民講座

めざせ！ 八王子市民発電 〜今こそ、市民の手
で自然エネルギー〜
八王子から市民の力で自然エネル
ギー発電をめざし、脱原発社会をつ
くっていこうという連続講座の第１
回です！ 福島の豊かな環境の中で、
自然エネルギー中心の生活を送って
いた武藤類子さんと、地域でエネル
ギー自給をしていく仕組みを研究さ
れてきた舩橋晴俊さんをお呼びし、
自然エネルギーを取り巻く状況について学びます。
日　時：９月 30 日（日）午後１時半～午後４時半
場　所：子安市民センター・第１会議室
参加費：500 円（予約不要。中学生以下の方、障がいをお持ちの方とその介助者は無料） 
託　児：あり（無料、予約制。下記の連絡先にお問い合わせください）

連絡先●電話：080-3386-5962 ／ FAX：020-4624-2381
メール：hachikou802@yahoo.co.jp ／ WEB：http://843koza.info/

第 15 回 八王子平和を愛する文化祭実行委員会 2012

第 15 回 八王子平和を愛する文化祭
文化祭のテーマは「平和憲法
を生かしてこそ　未来は拓か
れる！」●ホール企画：６日

（土）☆上原公子さん（元国立
市長）講演「憲法と私たちの
暮らし」☆学生のパネル発表

「若者の未来が危ない〜学生か
らの実態報告〜」。７日（日）☆池田香代子さん（翻訳家）講演「311 
後 100 人の村のわたしたちは」☆その他、朗読や合唱。●２Ｆ：平和
団 体による各展示、絵手紙など。●３Ｆ：絵画・陶芸・書の展示。●
２Ｆ和室：お点前（表千家）
日　時：10 月６日（土）午後０時～午後８時
 　　  ７日（日）午前９時～午後５時
会　場：八王子労政会館・ホールなど
参加費はありませんが、協力券 一般 1000 円、学生 500 円のご協
力お願いします。収入の一部を救援募金として被災地に送ります。
連絡先●電話：042-664-0823（清水邦治・実行委員長）、042-636-9952（土
岐新・事務局長）

日本中国友好協会 八王子支部

「第 15 回八王子平和を愛する文化祭」参加・
展示
①写真展シリーズ＝「日本軍国主義
は中国で何をしたのか？」＝ “ 従軍
慰安婦 ”
②友好書画の展示＝青島「中日民間
和平友好翰墨芸術会員」作品展示
③思想・教育の自由＝「日の丸・君
が代」強制 “ 累積過重処分取消し裁
判 ” の活動報告
日　時：10 月６日（土）午後０時～午後８時
 ７日（日）午前９時～午後５時
会　場：八王子労政会館・第１会議室
参加費はありませんが、協力券 一般 1000 円、学生 500 円のご協
力お願いします。収入の一部を救援募金として被災地に送ります。
連絡先●〒 192-0056  八王子市追分町 6-14  フォーラムはちおうじ 303
日本中国友好協会八王子支部事務所
電話：日中友好協会八王子支部長（佐藤）042-643-1451（佐藤書房気付）
FAX：042-625-7420 

八王子市で朝鮮学校への助成金を実現する会

共に生きる社会へ 〜なぜ私たちは朝鮮学校を
支援するようになったか〜
日本人だからこそと朝鮮学校支援を続けるお三
方によるトークイベント。在日コリアンの戦後
を追った映像も鑑賞しながら、朝鮮学校、そし
て日本社会のあり方について一緒に考えてみま
せんか？
講　演：前田  朗さん（東京造形大学教授）
パネラー：松野 哲二さん（チマ・チョゴリ友の会代表）
  飯田 幸司さん（朝鮮大学校ボクシング部コーチ）

日　時：10 月 13 日（土）
 午後６時～（開場：午後５時 45 分）
場　所：八王子労政会館・第４会議室
参加費：500 円
連絡先●電話：090-7235-5574 ／メール：joseikin8@hotmail.co.jp

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

原発事故と憲法
大震災からの復興・福島原発事故の原因究明や
収束がすすまない中で、大飯原発の再稼働が強
行されました。また、衆参両院の憲法審査会で
は、震災の危機に便乗して「非常事態条項導入」
の改憲論が続出しています。もんじゅや浜岡原
発など数多くの原発訴訟の弁護を担ってきた海
渡雄一さんと、これまでの原発裁判と憲法審査
会の危険な議論について考えます。
講　師：海渡 雄一さん（弁護士）
日　時：10 月 14 日（日）午後２時～午後４時
場　所：八王子労政会館・第４会議室
参加費：500 円
連絡先●〒 192-0904  八王子市子安町 4-28-11-201
電話番号：090-4427-9234 ／ FAX：042-626-6435
メール：info@inouemutsuko.net

八王子市教職員組合

2012年八教組教研集会
「フクシマの原発震災と子どもたち」
〜３・11 原発被曝の状況とこれから〜

「直ちに影響はない」との言葉だけで
何も知らされず、放射線にさらされ
たフクシマの人々。「20㎜ SV までは
許容範囲」とされ、被曝させられた
子どもたち。その子どもたちを守る
ため、いち早く「子どもたちを放射
能から守る福島ネットワーク」を立
ち上げた中手聖一氏を講師に迎え､
お話をお聞きします。
日　時：10 月 17 日（水）午後４時半～午後６時半
場　所：八王子労政会館・第４会議室
参加費：無料
連絡先●〒 192-0053   八王子市八幡町 14-13
電話：042-625-7955 ／ FAX：042-625-7955
メール：Hachikyouso2002@nifty.ne.jp

八王子手をつなぐ女性の会

映画会「別離」
2011 年のイラン映画。ベルリン国際映画祭金熊
賞、アカデミー外国語映画賞をはじめとする数
多くの賞を受賞した。夫ナデルと妻シミンは別
居中。だが、ナデルは父の介護人レジェーのミ
スに怒り、転倒させてしまった。流産という事
態にいたり、ナデルは告訴されてしまう。行き
場のない状況下で、２人はどのような選択をす
るか。
日　時：10 月 19 日（金）
 午後６時半～（開場：午後６時 10 分）
場　所：八王子市学園都市センター
 ・イベントホール
参加費：1000 円
連絡先●〒 192-0046  八王子市明神町 1-16-15
電話：090-6147-1257 ／ FAX：042-646-2910
WEB：http://www.marute.net

八王子平和遺族会

「死刑弁護人」の上映と討論の夕べ
光市母子殺害事件やオウム真理教事件など死刑
事件を数多く担当する安田好弘弁護士の素顔を
追ったドキュメンタリー。世間からの憎悪を浴
びる「極悪人」の弁護を引き受け、" 悪魔の弁護
人 " と呼ばれようとも安田弁護士が信念を貫く
理由とは…？現在の司法やメディア、そして市
民社会のあり方を改めて考えなおす契機とした
い。
司　会：松本 智量
日　時：10 月 20 日（土）
 午後６時～午後９時
場　所：八王子労政会館・第４会議室
参加費：無料
連絡先●〒 193-0802  八王子市犬目町 681
電話：090-4926-6036

生活クラブ運動グループ八王子地域協議会

話題の映画「フード・インク」上映とディスカッ
ション 〜その食べ物、どこから来たの？〜
私たちが口にしている食べ物には、危ない秘密
があった！全米で大ヒットしたフードドキュメ
ンタリー。
食べ物についての不安が多くある今、皆で学び
感じたことを語り合いましょう。遺伝子組み換
え、地産地消、放射能汚染、八王子市の学校給
食など。観れば必ず今日のごはん選びが変わり
ます。
日　時：10 月 26 日（金）
昼の部：午前 11 時半～午後２時半
 （開場：午前 11 時）
会　場：南大沢文化会館・交流ホール
夜の部（映画のみ）：午後７時～午後９時（開場：午後６時半）
会　場：クリエイトホール・視聴覚室
 （上映時間：94 分）

参加費：前売り 1000 円　当日 1200 円
託　児：あり（要予約）

連絡先●電話：042-623-8802（八王子・生活者ネットワーク内）
FAX：042-627-4507 ／メール：hachiouji-net@nifty.com
WEB：http://hachiouji.seikatsusha.net/

三多摩９条連（憲法９条―世界へ未来へ 三多摩連絡会）

チェルノブイリ －命を考える－
お子さんがチェルノブイリ事故に巻
き込まれるという体験をした徳田さ
んの話を聞き、福島第一原発という
現実の中で「命」についてみんなで
議論していきたいと想います。
お　話：徳田 陽平さん
 （アジア青年会事務局長）

日　時：10 月 27 日（土）午後２
時～
場　所：八王子市学園都市センター・第５セミナー室
参加費：500 円
連絡先●〒 192-0073  東京都八王子市寺町 61  JR 八王子クラブ 2 Ｆ JR 東
労組八王子地本内　三多摩 9 条連
電話：042-627-4451 ／ FAX：042-627-4452
メール：jreuhachi@excite.co.jp ／ Web：http://www.kakehashi.info/

八王子平和イベント実行委員会

いま、路上へ出る意味
チュニジアでのジャスミン革命を契
機に、瞬く間にアラブ世界に広がっ
た大規模な民主化運動。民主主義と
体制変革を求める民衆のデモは、世
界経済の中心地であるＮＹ市ウォー
ル街をはじめ、世界各国にも波及し
ている。６月から始まった日本での
官邸前脱原発デモも踏まえ、いま、
私たち市民が路上へ出る意味を探っていく。
ゲスト：松本  哉さん（素人の乱）
　　　　毛利 嘉孝さん（東京芸術大学准教授）
コーディネーター：河添  誠さん（首都圏青年ユニオン書記長）
映　像：高須 裕彦さん（一橋大学フェアレイバー研究教育センター）
日　時：10 月 27 日（土）午後６時（開場：午後５時 45 分）
場　所：八王子労政会館・第１会議室
参加費：500 円
連絡先●電話：090-6062-5898 ／ FAX：020-4624-2381 

共催：福島の子ども支援公演実行委員会／クラムボンの会
後援：八王子平和市民連絡会

福島の子ども支援公演〈ふくしま― 懐かしい 
いのちの声〉林 洋子 朗読会
原発事故後の非日常を見据え、昨年度「福島県文学
賞」を受賞した詩集『山百合』ほかを女優・林洋子
がチェロ演奏と共にいのち込めて朗読します。福島
から筆者の久間カズコさん、椎名千恵子さん（未来
を孕むとつきとおかのテントひろば行動）をゲスト
に迎え、３・11 後の未来を語り合います。収益は、
福島の子ども保養企画に寄付。
日　時：９月 15 日（土）
 午後１時半～午後４時（開場：午後１時）
場　所：八王子労政会館・ホール
参加費：前売 1000 円　当日 1200 円
連絡先●電話：080-3774-8022（田中）、090-6567-1183（林）
メール：shien802@gmail.com ／ WEB：http://blog.goo.ne.jp/inochi_no_koe

「平和強化月間」は、平和・９条・人権などの問題に取り組む八王子市内の幅
広い市民団体・労働組合などが、創意工夫をこらしたイベントを開催し、広
く八王子の市民に平和について考えるきっかけを提供する取り組みで、党派
をこえた市民のユニークな企画として注目されています。みなさまのご参加
をお待ちしています。
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