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八王子平和市民連絡会（通称：八平連）は、平和のための地域ネットワークです！
八王子市内のさまざまな平和団体や労働組合、個人が手を結び、八平連を誕生させたのは 2005 年３月。戦後
60 年という節目の年でした。二度と戦争をしない、加担もしない社会のあり方を求め、56 万人がくらす八王子地
域でお互いの活動や情報を共有し、より広くつながっていくためのネットワークとして、八平連はスタートしまし
た。
毎年、秋には多彩なイベントを通じて平和を考える「八王子平和強化月間」を開催しているほか、その時々に憲
法を守らせ活かしていく取り組みや、思想・信条の自由や基本的人権を守るための呼びかけなどを行なっています。
平和な未来を自分たちでつくりだし、子どもたちに手渡していくために、たくさんのグループ・個人が協力しあっ
ています。ぜひ、あなたも参加しませんか。

八王子平和市民連絡会
TEL：080-4904-5962 ／ E-mail：peace8_owner@yahoo.co.jp
http://peace802.web.fc2.com/

第９回

八王子
平和 強 化月 間
音楽劇「猫は生きている」
特定秘密保護法はイケンだ！
浅川地下壕内見学会
平和文化祭展示イベント
平和を愛する文化祭
教研集会 「軍隊を持たないことの意味」
講演会「アジアから見た日本」
映画「少女は自転車に乗って」
憲法集会「日本は戦争をするのか !?」
「高尾山が好き」展覧会・ファイナル
映画「標的の村」上映会
みんなでピーストーク

2014 年

10 月５日（土）〜11 月３日（月）

まなび・つなぐ広場

一人音楽劇「猫は生きている」
作 早乙女勝元 絵 田島征三
脚本・演出 大久保昌一良
キャスト 福井淑恵 生演奏
スタッフ 保高史子・大久保雅子
猫座 neko-za.net

関根ゆたか

前売 /1,000 円・当日 /1,200 円
（高校生以下：前売 /500 円・当日 /700 円）
〒 192-0082 八王子市東町３- ４ アミダステーション
電話：090-7239-6383（大久保） メール：info@gakkou.org

Please No War 市民の会

特定秘密保護法はイケンだ！
「何が秘密か？それが秘密です」 昨年成立し
た特定秘密保護法は、言論や表現の自由を制
限し、国民の知る権利を奪うものとして、大
きな反対の声があがりました。集団的自衛権
行使容認と特定秘密保護法は戦争のできる国
への準備です。憲法違反の秘密保護法を施行
させず、廃止するために考え行動しましょう。
◇講師：弁護士 海渡雄一さん（秘密保護法対
策弁護団）
日時：10 月９日（木） 18：30 〜
会場：八王子市クリエイトホール・第２学習室
500 円
〒 192-0904 八王子市子安町 4-28-11-201
電話 /FAX：042-626-6435 メール：info@inouemutsuko.net

浅川地下壕の保存をすすめる会

浅川地下壕内見学会
八王子市内に残る大規模な戦
争遺跡浅川地下壕（浅川地下
工場跡）の壕内を案内します。
ひんやりとした壕の中に入っ
て、アジア・太平洋戦争の時
代に生きた人びとの思いを想
像してみましょう。大型懐中
電灯、濡れてもかまわない運
動靴など各自ご用意ください。万一の事故については各自の責任
で対処してください。
浅川地下壕の保存をすすめる会

日時：10 月 11 日（土） ９：30
場所：浅川地下壕

中田均

高尾駅南口改札集合

400 円
※保険に加入しますので事前申込が必要です。お名前（ふりがな）、性別、年齢、
郵便番号、住所、電話を 10 月８日までにメールで申し込んでください。
メール：sptf2z99@ion.ocn.ne.jp

平和文化祭での展示イベント
「日本と中国の友好でアジアと世界

69 年前の３月、東京大空襲を受けて炎の
海。必死に生きようとした昌男少年と妹、
お母さん、そして縁の下の野良猫たちは
どんな体験をしたのでしょう。少年と猫
の目を通して戦争を描いたお芝居。実際
に空襲を体験した人が少なくなって来た今だからこそ、見て、感
じて、考えて欲しい。
日時：10 月５日（日）
開場 13 時半 開演 14 時
会場：アミダステーション

案内

日本中国友好協会八王子支部

の平和をきずこう」
展示内容① “ 日本軍国主義は中国で何を
したのか ” 戦争犯罪の事実を知る写真・
パネル展示 ② “ 君が代・日の丸不起立処
分を認めない ” 教育の自由をめざす活動
報告の掲示③ “ 文化交流を平和の力に ”
青島・毛子埠抗戦記念館からの書画の展
示
日時：10 月 11 日（土）・12 日（日）
会場：八王子労政会館・第２会議室
無料
〒 192-0056 八王子市追分町 6-14 フォーラ
ムはちおうじ 303 共同事務所内
電話：042-644-8411（佐藤書房 佐藤支部長）
WEB：http://yuukouhachikara.dondon.cc

第 17 回・八王子「平和を愛する文化祭」実行委員会

第 17 回・八王子「平和を愛する文化祭」
テーマ「
『戦争する国』ゴメンです」
。絵手紙、
絵画・陶芸展ほか各種展示。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
◇ 11 日午後：講演「集団的自衛権行使で日本
はどうなる？」（渡辺治さん・一橋大学名誉教
授）
、交流討論、絹の道合唱団ほか。◇ 12 日午
後：
「実録噺 東京大空襲夜話」
（真打 柳家さ
ん八さん）ほか。◇ 11 日午後 6 時から教育問
題シンポジウム
日時：10 月 11 日（土）12：00 ～ 20：00
12 日（日）9：00 ～ 17：00
会場：八王子労政会館
文化祭協力券：一般 /1000 円・学生 /500 円
電話：042-664-0823（実行委員長・清水）

八王子市教職員組合

2014 年八教組 教研集会 「軍隊を持た
ないことの意味」
平和を語る教室を…
「戦争ができる国」づくりが着々と進められ
ようとしている今、教室は「平和」を語るこ
とを忘れてきています。東京造形大学教授前
田朗さんから、世界の「軍隊を持たない国々」
を訪ねてきた経験と日本との関係をお聞きし
ながら「平和と人権を守り、戦争をさせない」
との強い思いをどう作っていくか考えたいと
思います。
日時：10 月 15 日（水） 17：30 ～ 19：30
会場：八王子労政会館・第４会議室
無料
八王子市八幡町 14-13
電話 /FAX：042-625-7955

メール：Hachiikyouso2002@nifty.com

憲法９条－世界へ未来へ 三多摩連絡会（三多摩９条連）

浅井基文氏講演会

アジアから見た日本

集団的自衛権をどう見るか
７月１日に閣議決定された集団的自衛権の行
使をアジア・特に尖閣諸島問題を抱える中国
との関係においてどう見るべきかを元外務省
アジア中国課長の浅井基文先生と一緒に考え
て行きたいと思います。
日時：10 月 18 日（土） 14：00
会場：アミダステーション
500 円
〒 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

八王子手をつなぐ女性の会

映画「少女は自転車にのって」
学 校 に 通 う 10 歳 の 少 女
ワジダは、幼なじみの少
年と自転車競走するため
に、どうしても自転車が
ほしい！ 厳格な宗教戒律
によって女性の行動が制
限されているサウジアラ
ビアを舞台に、自分の意
思を貫く少女の姿に希望
が重なる。

高尾山の自然をまもる市民の会

「高尾山が好き」展覧会・ファイナル
高尾山にトンネルを掘らせない・
豊かな自然を子どもたちに手渡
したい、とがんばってきた運動
はトンネル開通で一区切りをつ
けることになりました。高尾山
天狗裁判の訴状につけたイラス
トの原画、提供された書画、関
連グッズや書籍を中心に最後の
展覧会をします。
「高尾山が好き。
平和が好き！」な人、来てくだ
さい。
日時：10 月 30 日（木）～ 11 月５日（水）
会場：白い画廊「ポラン」長房町・多摩御陵参道
無料
〒 193-0841 八王子市裏高尾町 1343-1
電話：042-662-8115
WEB：http://www.naturetakao.com
メール：cap-mt.takao@nifty.com

八王子・生活者ネットワーク

映画「標的の村」上映会
私たちの知らない沖縄の現実

＊映画館の設置が法律で禁じられているサウジアラビア初の女性監督作品。

日時：10 月 23 日（木） 18：10 開場 18：30 開演
会場：八王子市学園都市センター・イベントホール
1000 円
〒 192-0046 八王子市明神町 1-16-15
電話：090-6147-1257 ／ FAX 042-646-2910
WEB：http://marute.net

八王子憲法集会実行委員会

第４回 八王子憲法集会
「日本は戦争をするのか !?」
集団的自衛権が変える子どもたちの未来
なんだか最近、毎朝の新聞は戦争の話題ばか
り。日本は憲法で戦争を禁じたはずなのに、
安倍政権は戦争の準備を進めています。日本
が他国の戦争に参加するという「集団的自衛
権」
。専門的な内容をわかりやすく解説して
くれることで有名な半田滋さん（東京新聞論
説委員）を講師に、その危険性について話し
合います。
日時：10 月 25 日（土） 13：00 開場 13：30 開会
会場：北野市民センター・ホール
300 円（大学生以下、障がい者・介助者は無料）
保育あり（無料・要申し込み・定員あり・先着順）
〒 192-0082 八王子市東町３- ４ アミダステーション
WEB：https://www.facebook.com/hachi.kenpou
メール：kenpou8@yahoo.co.jp

沖縄で何が起こっている
のか、沖縄の人びとがな
ぜ米軍基地に反対してい
るのか、マスコミを見て
いるだけではなかなか分
からない沖縄が映像を通
してはっきりと目に飛び
込んできます。それは基
© 琉球朝日放送
地を沖縄に押し付けてき
た私たちへの鋭い問いでもあります。この映画を観て自分たちで
何ができるか一緒に考えてみませんか。
日時：11 月３日（月・祝） 10：30、14：30 の２回上映
会場：北野市民センター・ホール
前売り券 1,000 円、当日券 1,200 円
高校生以下は無料
〒 192-0066 八王子市本町 3-4TRY ビル３F
電話 042-623-8802
WEB：http://hachiouji.seikatsusha.me
メール：hachiouji-net@nifty.com

障がいのある方、介助者、

八王子平和市民連絡会

みんなでピーストーク
平和や人権などの話題をみんなで語り
あう交流イベントを開催します！ 参
加団体の方もそうでない方も大歓迎！
下記連絡先よりお申し込みください。
日時：11 月３日（月・祝）
17：30 ～
会場：アミダステーション
2,000 円（美味しい料理・ワンドリンク付）
電話：080-4904-5962
FAX：020-4624-2381
メール：peace8_owner@yahoo.co.jp

