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も不備メールが届いて
何が不備なのかわから
ない。それでも諦めな
いで何度でも修正返信
して入金されました。
昨年末から事業を始め
た業者さんも入金され
ています。しかし、対
象業者なのにあきらめ
ている人、自分が対象
なのか分からない中小
零細業者もたくさん取
り残されています。売

法人、青色、白色、少
県本部の第４回執行
し計算の仕方が違うけ 委員会を 月 日に予
れど申請をしましょう。 定していたが、新型コ
今後、雑所得、給与所 ロナの影響で
得のフリーランスも対
月 日に延
象になります。民商は 期された。
自営業の対象者に、今 しかし、北九
後も一生懸命サポート 州市で 次感
していきます。この新 染が拡がった
型コロナがいつまで続 ため、 月
くかわからないけれど、 （月）に北九
他にもいろんな制度が 州市の６支部
あるので活用して頑張っ だけの開催と
て生き延びるために、 なった。
一緒に声を上げていき
県本部から、牧委員
ましょう。
長・保田書記長・西副

新型コロナ過の中で
持続化給付金を申請し
たけれどいまだに届い
ていない業者が沢山い
ます。そんな時、税金
を食い物にした癒着の
構図やシステムの不備
が明らかになってきま
した。税金の流れが不
透明です。国の財政が
大変なのに中抜きをし
て懐に入れるとは。国
民の将来のことなど考

委員長（小倉支部）が

塚本 正年（民商）

上げを昨年と比較して

「北九州市民の会」に
よる署名集約数は、北
九州市全体で１２０７
７筆となっています。
同会は、
今後の署
名活動を
９月議会に向けて継続・
推進すること、有権者
比 ％を目標（７９２
００筆）に取り組むこ
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５月 日 に開 い た 福建労６４１筆、共産
「憲法をくらしに生か 党６８５筆合計１９９
す戸畑区民の会」代表 ３筆。今後の署名運動
者会議は、「高齢者福 については、「北九州
祉乗車券」署名の
集約と今後の活動
について協議しま
した。署名の到達点は、 市民の会」の署名集約・
戸畑けんわ病院３１７ 交流会議の方針にもと
筆、新婦人２０４筆、 づいてすすめていくこ
年金者組合１４６筆、 と を 確 認 し ま し た 。

参加し、北九州から、
６支部の執行委員と３
支部の支部代表者が参
加した。
議題は、（ ）
春の仲間づくり
を 月まで延ば
し目標を「純増
１００」とする。
（ ）年金裁判
判決日が７月
日（金）に決定。
（ ）県本部大
会を 月７日
（水）に実施する。
小田 恭司（書記長）
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と、各「区民の会」ご
とに「署名用紙と返信
用封筒をセット」にし
て各戸配布、署名への
協力を広げていくこと
を決めました。
青木 信恭（市民の会）
第３次集約
７月 日（金）
第４次集約
８月 日（水）
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えていない今の政治が
垣間見えてきます。
給付金が届かないこ
とで廃業する零細業者
も出てきています。戸
畑で衣料品店を営んで
いる高齢の経営者は病
気がちでパソコンもな
いし、子供もいない。
申請自体も難しいとあ
きらめています。。若
い業者さんでも何度で

30
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６月 日、介護
保険料納入通知
書が届きました。
開いてみて“
怒り一杯”
！
になるかわからない時
の為と思っていたが、
この保険料はあまりに
も重たい。消費税は社
会保障のためと、今で
は ％になったのに。
現役時代から高い税金
と保険料を払い続けた

のも老後の為ではなかっ
たのか。それが年金生
活になって、年々厳し
さを実感しています。
こんな人を馬鹿にした
政治は許せないと声を
上げたくなります。
青木 千里（東大谷）

2

月の一期が１４６
００円、年間８７６９
０円です。いつお世話
りぷりした腹回りで、
タヌキのように太い尻
尾を揺らせています。
いかにも勝気な顔つ

で保守的なん？実は右
翼だったのか！」と言
い放ちました。
猫に右翼も左翼もな
いけれど、長男の発想
が突飛すぎて笑いこけ
ました。
お尻をトントンと叩
いたりさすったりして
もらうのが好きで、ト
イレに入った時もつい
てきて足元で「さあ、
なでて！」とお尻を向
けるのには困ってしま
います。

が普通一般の人を軽蔑
し見下ろし、一般人の
運命に対して関心を示
第一章民主主義の本質 さないという点である。
二 下から上への権威
民主主義では、権威
民主主義の反対は独 は、賢明で自主的に行
裁主義であり、権威主 動する国民の側にある。
義とも呼ばれる。独裁 そこでは、すべての政
主義のもとでは、上に 治の機能が、社会を構
立っている者が権威を 成するすべての人々の
独占して、下にある人々 意見に基づき、すべて
を思うがままに動かす。 の人々の利益のために
独裁主義は、専制主義 合理的に行われる。国
とか、全体主義とか、 民は、自由に選ばれた
ファシズムとか、ナチ 代表者をとおして、国
ズムとか、いろいろな 民自らを支配する。国
形をとって表れるが、 民の代表者は、国民の
根本の共通点がある。 主人公ではなくて、そ
権威を持っている人間 の公僕である。

今後の日程
７月 日（土） 時
宣伝・署名
７月 日（月） 時
カラオケ（ニュー和）
８月６日（木） 時
執行委員会
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岡山で暮らす次男が
帰省した時は、丸２日
隠れて姿を見せず、３
日目にやっと遠くの柱
から半分だけ顔を出
して、まるで「家政
婦は見た」状態で警
戒していました。
それなのに、わ
が家にエサを食べ
にくる、たぶん野
良猫のきみちゃん
には、やたら強気
で攻撃的です。自
分のテリトリーを守
る本能なのかもしれ
ないのですが、その
姿に長男が「お前な
んでそんなに意地悪

13

10

きなのに臆病で、外来
者が玄関先に現れただ
けで、慌てふためいて
逃げる様子は失笑もの
です。
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女優のメグ・
ライアンに
似ていると
ころから、
名前を付け
ました。
友人から
もらい受けたのが昨年
月で、その時は両手
にすっぽりはまるほど
小さかったのに、今で
は体長 ㎝を超え、ぷ

６月中旬、戸畑区内を流れる
天籟寺川のほとりにある猿渡
公園内の一角で、見頃となっ
た青・ピンク・白・紫色に彩
るアジサイの花が咲いていま
した。 大岡 真(文・写真)
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来田 時子（八幡東区）
わが家の猫メグは、
月で１歳になる娘盛
りです。小顔でくっき
りしたアイ
ラインの目
が特徴で、
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