市民社会フォーラムのご紹介
市民社会フォーラムは、社会人から学生、研究者、ＮＰＯ・運動団体関係者など多種多様
な個人のネットワークです。様々な社会問題をめぐる学習や各分野での経験交流、情報の交
換を目的に、思想的・政治的立場の多様性を前提にして、より多くの、とりわけ若い世代の
人たちとのネットワークづくりを目指しています。学問と運動ならびに市民との接点を提
供する触媒的役割を担う、
「社会学習ネットワーク」といえるでしょう。
多種多様なイベントでは特定の人の閉鎖的つどいにはなりません。多様な個人による超
組織・分野的なネットワークをつくっていきます。あるテーマに特化しない市民社会フォー
ラムが「触媒的機能を目的とした社会学習運動」として独自の存在理由があるといえます。
「組織」というよりも、つながりの輪を増やしていくことを目指す「媒体」といえるのでは
ないでしょうか。
学習会は 16 年間で 246 回開催（2020 年 7 月現在）、映画観賞会 114 回、旧東京例会 13
回で主催企画は 373 回、さらに市民社会フォーラムが実質的に主催したイベントを含めれ
ばトータルで 400 回以上になります。
メーリングリストでは社会問題についての双方向的に活発な発信・意見交換が交わされ
ています。
ＨＰではこれまでイベントのアーカイブを載せ、ブログででは、各分野に携わる方々から
の発信を掲載しています。
当初は数名の集まりに過ぎなかったフォーラムも、インターネットやメール、近年では
SNS といったＩＴ媒体を活用することで、より多くの方々に「つながりの場」として利用
していただいています。表面的な匿名のつながりではなく、社会問題を浮き彫りにした学習
会などで、出会った参加者らの顔を合わせた真面目で楽しい中身の濃い意見交換が実現し
ています。そこに、わたしたちはフォーラムの独自性と存在意義を見出しています。
かつて日本政治思想家の丸山真男が日本を評して「タコツボ社会」と表現したことがあり
ましたが、現在は変わりつつあるのではないでしょうか。日本の市民社会では今、接触し刺
激し合いながら、多様でありながら大きな運動へと進む可能性があります。格差と疎外を生
み出す現代社会のなか、市民社会フォーラムは潜在化しているものを顕在化させ、
「もうひ
とつの豊かなネットワーク」をつくり出す場を提供し続けることができると思います。
市民社会フォーラム設立の経緯
市民社会フォーラムは 2002 年３月に学生サークル的な集まりにすぎなかったですが、
2004 年からはメーリングリストも設置して社会人主体の生涯学習的な場として発展して今
日があります。
当時の日本では小泉政権、米国ではブッシュ・ジュニア政権で、2003 年 3 月 20 日には

イラク戦争もあり、新自由主義による貧困・格差拡大と「対テロ」戦争の危機の時代であり
ましたが、まだまだインターネットなど IT を活用した市民のネットワークは脆弱で、「自
己責任バッシング」が蔓延するなど、長期の小泉政権のもとで政治や経済の民主主義を回復
し人権と平和を守る労働運動や市民運動はいっそう後退していきました。
現在では「市民と野党の共闘」など複数の政党や団体のみならず市民個人が加わる運動が
当たり前のようになった時代とは隔世の感がありますが、当時は小泉・ブッシュのバックラ
ッシュの時代にあっても、
「リベラル・左派」は 80 年代からの長期凋落から脱せられず、多
くはネオリベ化への変貌を遂げる一方で、ネオリベに対抗すべき政党も運動もバラバラで、
ネオリベに抗する学問的営為も政治や運動との接点がますます薄まり、肝心な組織化され
ていない個々の市民はますます置いてきぼりにされて、「運動」と「学問」と「市民」の関
係はいまだに分裂・没交渉・無関心の様相でした。
そうした閉塞感を打破する希望の光として、2004 年６月にはこれまでにない「同円多芯
的」な運動として「九条の会」が結成され、2000 年代前半には日本でも注目された「多様
性の中の統一」を目指す「世界社会フォーラム」のインパクトもあり、市民社会フォーラム
はイラク反戦運動から生まれた「ワールド・ピース・ナウ」も含めてこれらの運動も参考に
しつつ、ストレートな運動へのコミットをオーガナイズするのではなく、学問を大切にして
学習を通じて運動とは関係ない市民の参加を促すよう、特定の結論や行動を押し付けるこ
となく、問題についての「認識」を共有することで、それぞれ各人の「持ち場」に引きつけ
て明日からの「実践」の参考にしていだくような交流を重視してきました。
当初はたいした実績も人脈もなく、学生サークルのように著作のレジメを切って報告会
したり、2004 年 2 月の京都市長選挙で初の「市民派選挙」に触発されて 2005 年 10 月の神
戸市長選挙に向けて「若者の神戸市政治論」と題して、神戸で活躍されている様々な方をお
招きしたりフィールドワークをしたりなどして、そうした繋がりで面識ができた方々をメ
ーリングリストにお誘いして、自由な発信と議論を促す場として定着させてきました。そう
した繰り返しが現在 800 人以上の大きなネットワークの出発点でした。
市民社会フォーラム Q＆A
Ｑ．
「市民社会フォーラム」とはどのような会ですか？
Ａ．社会人から学生、研究者、NPO・運動団体関係者など多種多様な個人のネットワーク
です。様々な社会問題をめぐる理論面と実践面での学習や各分野での経験交流、情報の交換
を目的とし、思想的・政治的立場の多様性を前提にして、より多くの、とりわけ若い世代の
人たちとのネットワークづくりを目指しています。何らかの政治的目標をかかげる運動団
体ではありませんが、学問と運動ならびに市民との接点を提供する触媒的役割を担う、社会
教育運動と規定することができると考えております。自主的な様々な取り組みによって、
多様性ある市民社会の言論空間を広げていきます。

Ｑ．どのような活動をしているのですか？
Ａ．毎月 1～3 回程度のペースで開いている学習会（講演・シンポジウム等）と、ホームペ
ージやメーリングリストを使った情報交換や議論です。学習会は時機に応じた諸問題や参
加者の関心等にそってテーマを決め、参加者同士で話題提供や研究報告・討論を行います。
これまでに「NPO 活動」
「日本の医療制度問題」
「イラク戦争と反戦平和」
「文化行政とアー
ト」
「日本の労働問題」
「若者の政治参加」「原発問題」などを学習してきました。また、メ
ーリングリストは、約 800 名の登録者を擁しており、自発的かつ活発な議論や情報交流が
行われています。
Ｑ．活動拠点はどこですか？
Ａ．現在は兵庫・京都・大阪を中心とした関西圏ですが、限定はしていません。参加者の居
住地域や希望次第で、他地域での企画も開催しています。
Ｑ．会則や会費はあるのですか？
Ａ．つながりの緩やかなネットワークですので、とくに設けてはいません。各人の社会常識
や良識を前提に、メーリングリスト上での意見交換などによって運営し、便宜的に座長（管
理人）と事務局を置いています。
Ｑ．活動に参加するにはどうすればいいのですか？
Ａ．学習会の案内や学習会の報告・討論内容、ＨＰ更新案内等を HP に掲載しますので、お
気軽にご来場ください。メーリングリストへの登録をご希望の場合は、ご来場いただいた際
に主催者にお声かけいただくか、お問い合わせ欄からお問い合わせください。
市民社会フォーラムのイベント履歴（共催、協賛、協力企画含む）
【2020 年】
■□■市民社会フォーラム共催企画■□■
宋美玄さん講演「親子で学ぶ、命の大切さ・性の話」
日 時 ８月 23 日（日）13:30～16:30（開場 13:00）
会 場 神戸市勤労会館 403 号室
主 催 子どもの権利・神戸
資料代 500 円
講 師 宋美玄（そん・みひょん）先生

■□■市民社会フォーラム共催企画■□■
第２回「オンライン旅のサロン」
コロナ禍から私たちの未来を考える―医療崩壊の背景と各国の対応から学ぶ―
日

時

第１回

６月 13 日（土）18:00～19:30

新型コロナ危機で明らかとなった脆弱な日本の医療とその歴史的背景
第２回

６月 20 日（土）18:00～19:30

キューバやデンマークの医療・高齢者福祉制度
第３回

６月 27 日（土）18:00～19:30

米国、独、キューバと何が違う、新型コロナ危機から私たちが学ぶべきこと
講

師

本田宏さん（NPO 法人医療制度研究会副理事長）

ZOOM で配信
■□■市民社会フォーラム協賛企画■□■
コロナ時代の必読書『夜と霧』読書会―アウシュビッツの旅にもふれてー
特別ゲスト・池田香代子さん
■第１回 ZOOM 読書会

５月 24 日（日）14 時～15 時

■第２回 ZOOM 読書会

５月 31 日（日）14 時～15 時

■第３回 ZOOM 読書会

６月７日（日）14 時～15 時

■第４回 ZOOM 読書会

6 月 14 日（日）14 時～

■□■市民社会フォーラム協力企画■□■
オンラインで“つなぐ”小森陽一さん文学講座
「日本近代文学の代表作を読み直す」
第２弾『近代小説の出発―立身出世主義の時代の失業と恋愛』
第１回 二葉亭四迷『浮雲』第一篇 ５月 23 日（土）14 時～
第２回 二葉亭四迷『浮雲』第二篇、第三編 ５月 30 日（土）14 時～
第３回 森鴎外『舞姫』前半

６月６日（土）14 時～

第４回 森鴎外『舞姫』後半

６月 13 日（土）14 時～

第３弾『転換期の女性と男性―江戸と東京』
第１回 樋口一葉『にごりえ』一～四

６月 20 日（土）14 時～

第２回 樋口一葉『にごりえ』五～八

６月 27 日（土）14 時～

第３回 幸田露伴『五重塔』其一～其十七 ７月４日（土）14 時～

第４回 幸田露伴『五重塔』其十八～其三十五 ７月 11 日（土）14 時～
■□■市民社会フォーラム協力企画■□■
オンラインで“つなぐ”小森陽一さん文学講座（YouTube 利用）
■日 程 ①４月 25 日（土）
、②５月２日（土）、③９日（土）、④16 日（土） 14:00～15:00
■□■市民社会フォーラム協賛企画■□■
核兵器のない世界へ 「核兵器の終わりの始まり」上映＆トークショー
～私たちに何ができるか、語り合いたい～
日

時

２月 23 日（日）OPEN 12:00 / START 13:00

会

場

Loft PlusOne West（ロフトプラスワンウエスト）

主

催

KEN-NYE（けにぃ)

【トークセッション】
南友佳子（国民平和大行進 2018 年通し行進者）
西晃（弁護士、原爆症認定訴訟支援大阪事務局長）
ファシリテーター：KEN-NYE
■□■市民社会フォーラム第 246 回学習会■□■
内田樹×松尾匡

街場の反緊縮論～人々にお金を！～

日

時

３月 23 日（月）19:00～21:00（開場 18：30）

会

場

シアターセブン

対

談

内田

樹さん（神戸女学院大学名誉教授）

松尾

匡さん（立命館大学経済学部教授）

BOXⅠ

進

行

大石あきこさん（薔薇マークキャンペーン事務局）

共

催

薔薇マークキャンペーン

■□■市民社会フォーラム第 113 回映画鑑賞会■□■
『子どもたちをよろしく』＆前川喜平さんトーク
日

時

3/23(月) 15:00 の回上映終了後

登壇者

前川喜平さん（企画）

会

元町映画館

場

■□■市民社会フォーラム第 113 回映画鑑賞会■□■

『気候戦士～クライメート・ウォリアーズ～』
日

時

２/15(土)10:30 上映

上映後 12：00 頃トーク（終了 13：00 頃）

上映館

元町映画館

テーマ

Think globally, act locally. 気候変動に立ち向かう

登壇者 Fridays For Future Kobe メンバー
■□■市民社会フォーラム協賛企画■□■
『戦後最悪の日韓関係－その責任は安倍政権にある』出版記念講演
日韓関係の来し方、行く末を考える
日

時

２月 15 日（土）14：00 開演（開場 13：30）

会

場

東灘区民センター第４・第５会議室（８階）

講

師

深草

主

催

九条の会.ひがしなだ

協

賛

かもがわ出版、兵庫県弁護士９条の会、市民社会フォーラム

徹さん（九条の会.ひがしなだ共同代表）

■□■市民社会フォーラム協賛企画■□■
非核の政府を求める兵庫の会 第 34 回総会記念講演会
原爆投下は正しかったのか？米国の言説を歴史的に紐解く
日

時

2020 年２月８日（土）14：30～16:30

会

場

兵庫県保険医協会６階会議室

講

師

神戸市外国語大学英米学科准教授

繁沢 敦子氏

■□■市民社会フォーラム第 245 回学習会■□■
康宗憲×松竹伸幸×池田香代子
日韓が和解する日に向けて 北東アジアの非核･平和のために
日

時

２月２日（日）14:00～16:30

会

場

元町映画館２階イベントスペース

共

催

facebook グループ「どうぶつ会議 憲法編」

■□■市民社会フォーラム共催企画■□■
伊勢崎賢治 JAZZ ヒケシ in 高槻〈with 杉浦潤〉
香港の現在と未来を語り尽くす

日

時

1 月 4 日（土）15:30open 16:00start～18：00

会

場

レンタルスペース

主

催

どうぶつ会議憲法編

共

催

市民社会フォーラム

ゲスト

WOOO

今井一（ジャーナリスト）
西郷南海子（安保関連法に反対するママの会発起人）
【2019 年】

■□■市民社会フォーラム協賛企画■□■
「その日」をたぐりよせる方法を探る
『日韓が和解する日』刊行記念トークセッション
日

時

12 月 22 日（日） 15:00～16:00

会

場

オーパ２ビル

対

談

松竹

伸幸さん（
『日韓が和解する日』著者）

李

圭燮さん（韓国民団兵庫県本部団長）

８階イベントスペース（７階・ジュンク堂書店三宮駅前店）

司

会

中島

淳さん（神戸芝居カーニバル事務局長）

主

催

お問い合わせ

協

賛

かもがわ出版、市民社会フォーラム、９条の心ネットワーク

ジュンク堂書店三宮駅前店

■□■市民社会フォーラム協力企画■□■
経済講談・講義「ダルマさんは転ばない～不屈の財政家 高橋是清」
日

程

11/27(水)前編／12/4(水)後編＆復習

会

場

愛日会館（大阪府大阪市中央区本町 4-7－11）

【登壇者】玉田玉秀斎

講談師

朴勝俊 経済学者（環境経済学）
■□■市民社会フォーラム協賛企画■□■
非核の政府を求める兵庫の会市民学習会
上映とトーク

核兵器のない世界へ

日

時

12 月 21 日(土)14:00～16:30（開場 13:30）

会

場

兵庫県保険医協会５階会議室

上

映

『核兵器の終わりの始まり』

トーク

安藤

真子さん（「核兵器 Yes or No !? 議員ウォッチ 2019」リサーチャー）

主

催

非核の政府を求める兵庫の会

協

賛

神戸ＹＷＣＡピースブリッジ/市民社会フォーラム

■□■市民社会フォーラム共催企画■□■
檻の中のライオン in 神戸
日

時

12 月 7 日土曜日 9:30～11:45

会

場

神戸愛隣教会

講

師

楾（はんどう）大樹 弁護士
（広島市民法律事務所 所長、ベストセラー「檻の中のライオン」著者

共

催

）

市民社会フォーラム/明日の自由を守る若手弁護士の会（あすわか）兵庫

お申込み・主催： 憲法カフェ CLUE
■□■市民社会フォーラム第 112 回映画鑑賞会■□■
『国家が破産する日』＆松尾匡さんトーク
日

時

上映館

11/24(日)10:30 上映 上映後 12：30 頃トーク（終了 13：30 頃）
元町映画館

トークテーマ
登壇者

「本当は国家は破産しません！」

松尾匡さん（立命館大学経済学部教授）

■□■市民社会フォーラム第 111 回映画鑑賞会■□■
『Workers 被災地に起つ』＆内田樹さんトーク
日

時

10/21(月)12:10～

上映館

元町映画館 上映終了後 14 時頃、こうべまちづくり会館でアフタートーク

登壇者

内田樹さん（思想家・神戸女学院大学名誉教授）

■□■市民社会フォーラム第 110 回映画鑑賞会■□■
『太陽がほしい』＆班忠義監督の舞台挨拶
日

時

上映館

10/20(日) 10:00～

上映終了後に班忠義監督の舞台挨拶

元町映画館

■□■市民社会フォーラム第 109 回映画鑑賞会■□■

『ドローンの眼』＆影山あさ子監督トーク
◆上映日程 10/11 金①11:00～ ②13:00～

10/12 土①11:00～ ②13:00～

◆全回終了後、影山あさ子監督トーク
◆会場：元町映画館 2F イベントルーム（神戸市中央区元町通 4 丁目 1-12）
■□■市民社会フォーラム第 242 回学習会■□■
日韓が和解する日 両国が共に歩める道がある
日

時

10 月 20 日（日）14:00～16:30（開場 13:30）

会

場

兵庫県民会館

1202 号室

ゲスト

池田

共

facebook グループ「どうぶつ会議 憲法編」

催

香代子さん（ドイツ語翻訳家）

■□■市民社会フォーラム第 241 回学習会■□■
地球環境と景気も良くするグリーン・ニューディール
日

時

10 月 18 日（金）18:30～20:00

会

場

こども未来館

講演①

第１研修室

「世界に広がるグリーン・ニューディール」
朴 勝俊さん（関西学院大学総合政策学部教授）

講演②

「日本版グリーン・ニューディールの提案」
長谷川羽衣子さん（NGO「e-みらい構想」代表）

ゲスト

池田

香代子さん（ドイツ語翻訳家）

司

会

西郷

南海子さん（薔薇マークキャンペーン事務局長）

共

催

薔薇マークキャンペーン

■□■市民社会フォーラム共催企画■□■
イラクの子どもたちに出会って
■トーク

social engage artist 佐藤真紀

【神戸会場】日
会

時 10 月 11 日（金） 18：30 開場 19：00 開始

場 元町映画館２階イベントルーム

【大阪会場】日
会

関西スピーキングツアー

時 10 月 12 日（土）13：00 開場 13：30 開始

場 フェアトレードショップ パモジャ４F ラウンジ

【滋賀会場】 日

時 10 月 13 日（日）13：00 開場 13：30 開始

会

場 草津市立まちづくりセンター

２F 会議室

主催：関西スピーキングツアー実行委員会/イマジンイラク実行委員会/市民社会フォーラ
ム 共催：滋賀県平和委員会
■□■市民社会フォーラム第 240 学習会■□■
高遠菜穂子さんイラク報告会 ＩＳ世界に生まれて行き場のない子どもたち
日

時

８月 25 日（日）14:00～16:00（開場 13:30）

会

場

JEC 日本研修センター神戸元町３階小会議室Ｃ-2

■□■市民社会フォーラム共催企画■□■
いま子どもにも大人にも伝えたい!憲法のはなし 檻の中のライオン
■

6/23(日)18:00～20:30

■

兵庫県中央労働センター201 号室

■

講師:楾(はんどう)大樹弁護士

■主催:憲法カフェ CLUE mail→kenpocafeclue@yahoo.co.jp
共催:明日の白由を守る若手弁護士の会兵庫支部(あすわか兵庫)/市民社会フォーラム
■□■市民社会フォーラム協賛企画■□■
ＪＵＮＫＵ難波 トークセッション
明石書店『黒い匣』
『左派ポピュリズムのために』×亜紀書房『「反緊縮！」宣言』刊行記
念
反緊縮と左派ポピュリズムから考える、これからの政治と経済
朴勝俊×山本圭×塩田潤
日 時 2019 年 6 月 29 日（土）15：00～16：30
会場・受付 ジュンク堂書店難波店 ３階カウンター前特設会場
協 賛 明石書店/亜紀書房/薔薇マークキャンペーン/ひとびとの経済政策研究会/市民社会
フォーラム
■□■市民社会フォーラム協賛企画■□■
松尾匡さん×森永卓郎さんトークイベント
「平成とともに、デフレを終わらせるために」
『
「反緊縮！」宣言』(亜紀書房)

刊行記念

日

時

2019 年６月３日（土）19：00～20：30（開場 18：30）

会

場

八重洲ブックセンター本店 ８階ギャラリー

主

催

亜紀書房

協

賛

薔薇マークキャンペーン/ひとびとの経済政策研究会/市民社会フォーラム/明石書

店
■□■市民社会フォーラム共催企画■□■
上映とトーク「最後の一滴まで―ヨーロッパの隠された水戦争」
日

時

６月２日（日） １回目上映 11:00～ トーク 13:10～ ２回目上映 13：20～

会

場

元町映画館２階イベントスペース

トーク

内田聖子さん（アジア太平洋資料センター共同代表）

主催・申し込み先

神戸映画サークル協議会、市民社会フォーラム

■□■市民社会フォーラム第 239 学習会■□■
上映とトーク「最後の一滴まで―ヨーロッパの隠された水戦争」
日

時

５月 31 日（金）19:00～21:00（開場 18:30）

会

場

シアターセブン

ＢＯＸⅠ

大阪市淀川区十三本町１丁目７－２７

阪急「十三駅」西口４分

トーク

内田聖子さん（アジア太平洋資料センター共同代表）

ゲスト

大石あきこ さん（音くらしデザイン研究所）

協

賛

薔薇マークキャンペーン

■□■市民社会フォーラム協賛企画■□■
大垣書店高野店

トークイベント

薔薇マークキャンペーン

そろそろ左派は〈ポピュリズム〉を語ろう

松尾匡×山本圭×西郷南海子
日

時

４月 26 日（金）19：00～21：00

主催・会場 大垣書店高野店＆Ｃafe
協

賛

薔薇マークキャンペーン/ひとびとの経済政策研究会/市民社会フォーラム

■□■市民社会フォーラム第 108 回映画鑑賞会■□■
『ナディアの誓い -On Her Shoulders』

日

時

4/7(日) 10:30 の回上映終了後

会

場

元町映画館 2F イベントスペース

登壇者

吉井智津さん（出版翻訳者）、大竹裕章さん（東洋館出版社編集部）

■□■市民社会フォーラム協賛企画■□■
非核の政府を求める兵庫の会 市民学習会
日本人医師が見たイスラエル占領下のパレスチナの現状
日

時

５月 18 日(土)14:00～16:30

会

場

兵庫県保険医協会会議室

主

催

非核の政府を求める兵庫の会

協

賛

市民社会フォーラム/神戸ＹＷＣＡピースブリッジ

講師

猫塚義夫（ねこづか・よしお）さん（北海道パレスチナ医療奉仕団団長）
清末愛砂（きよすえ・あいさ）さん（室蘭工業大学大学院工学研究科准教授）

■□■市民社会フォーラム協賛企画■□■
薔薇マークキャンペーン presents
森永卓郎が語る

消費税は下げられる！

“何よりも人々のための経済政策を”

●日

時 ４/６(土)14:30～16:00（開場 14：00）

●会

場 所沢市中央公民館ホール

●参加費 ５００円（定員 350 名）
主

催：薔薇マークキャンペーン所沢支部

協

賛：薔薇マークキャンペーン、ひとびとの経済政策研究会、 市民社会フォーラム
所沢市民が手をつなぐ会、市民の生活を良くする女性の会＠所沢

■□■市民社会フォーラム協賛企画■□■
ジュンク堂難波店 トークセッション
薔薇マークキャンペーン

～日本にも“反緊縮”の選択肢を！～

朴勝俊×梶谷懐×西郷南海子
日

時

2019 年 3 月 31 日（日）15：00 ～16：30

主催・会場 ジュンク堂書店難波店
協

賛

薔薇マークキャンペーン/ひとびとの経済政策研究会/市民社会フォーラム

■□■市民社会フォーラム協賛企画のご案内■□■

ＪＵＮＫＵ三宮駅前店

トークセッション

薔薇マークキャンペーン～日本にも“反緊縮”の選択肢を！～
松尾匡×朴勝俊×西郷南海子
日

時

2019 年 3 月 24 日(日)14:30～16:00（14:00 開場）

会

場

サンシティビル８階（ジュンク堂書店三宮駅前店の一つ上の階）

主

催

ジュンク堂書店三宮駅前店

協

賛

薔薇マークキャンペーン/ひとびとの経済政策研究会/市民社会フォーラム

■□■市民社会フォーラム第 108 回映画鑑賞会■□■
『共犯者たち』
日

時 2/24(日)『共犯者たち』15:20 の回上映

会

場 元町映画館 2F イベントルーム

トーク「韓国で進む市民民主主義」 上映終了後 17:10～
登壇者

白石孝さん（NPO 法人官製ワーキングプア研究会理事長）

■□■市民社会フォーラム第 237 回学習会■□■
ソウルの市民民主主義－日本の政治を変えるために－
日

時

２月 24 日（日）14：00～16：00（開場 13：30）

会

場

ＪＥＣ日本研修センター元町 ３階小会議室

講

師

白石

孝さん（ＮＰＯ法人官製ワーキングプア研究会理事長）

■□■市民社会フォーラム協賛企画■□■
非核の政府を求める兵庫の会 市民学習会
原発、オリンピック、改憲国民投票 巨大広告企業の利権とプロパガンダ
日

時

３月 22 日(金)18:30～20:30（開場 18:00）

会

場

神戸市勤労会館 308

講

師

本間

龍 さん（ノンフィクション作家、元博報堂社員）

参加費

1000 円

主

催

非核の政府を求める兵庫の会

協

賛

市民社会フォーラム/神戸ＹＷＣＡピースブリッジ

■□■市民社会フォーラム第 107 回映画鑑賞会■□■

『国家主義の誘惑』＆白井聡さんトーク
日

時

2/17(日) 10:15 の回上映終了後

会

場

元町映画館 2F ロビー

トーク「戦前・戦後と反復する日本の『国体』」
登壇者

白井聡さん（政治学者/京都精華大学専任講師）

■□■市民社会フォーラム第 106 回映画鑑賞会■□■
『岡本太郎の沖縄』
日

時

1/27(日) 15:00 の回上映終了後

会

場

元町映画館 2F ロビー

登壇者

葛山喜久監督、坪谷令子さん（画家）

■□■市民社会フォーラム後援企画■□■
2019 ベーシックインカム連続講座
井上智洋（駒澤大学准教授）さん講演
「これからの働き・暮らしとベーシックインカム」
日

時

４月 14 日（日）13 時 25 分～（13 時受付開始）

会

場

国労大阪会館中会議室

主催

ベーシックインカム連続講座実行委員会

後援

ベーシックインカム実現を探る会、日本ベーシックインカム学会、NPO 法人近畿

地域活性ネットワーク、市民社会フォーラム
■□■市民社会フォーラム共催企画■□■
安田純平さん帰国報告会

あきらめたら終了です

日

時

２月 16 日(土)18:00～20:00（開場 17：30）

会

場

神戸市勤労会館７階大ホール（定員 500 人）

主

催

安田純平さん帰国報告会＠神戸実行委員会
（兵庫県弁護士九条の会/市民社会フォーラム/あすわか兵庫/facebook グループ

「どうぶつ会議
賛

同

憲法編）

兵庫県労働組合総連合

■□■市民社会フォーラム協力企画■□■
水道法改正後の未来が見える?!ドキュメンタリー映画『最後の一滴まで』上映会＆トーク
日

時

2019 年 2 月 16 日（土）14：00～16:30 （開場 13：30）

会

場

大阪国際交流センター

2 階小ホール

ゲスト

内田聖子さん（特定非営利活動法人 アジア太平洋資料センター）

主

:大阪の水道を考える市民の会

催

構成団体

NPO 法人 AM ネット、大阪を知り・考える市民の会、近畿水問題合同研究

会、NPO 法人水政策研究所、しみんマニフェスト大阪 UP
協

力

市民社会フォーラム、G20 大阪市民サミット実行委員会（依頼中）

■□■市民社会フォーラム第 235 回学習会■□■
スピリチュアリティと生活 ジェンダーの視点から
日

時

2019 年２月２日(土）14:00～16:00（開場 13：30）

会

場

元町映画館 2F イベントルーム

講

師

橋迫 瑞穂さん（立教大学社会学部兼任講師）

■□■市民社会フォーラム第 235 回学習会■□■
ニセ科学を見抜く眼力

市民にとって大事な科学リテラシー

日

時

2019 年１月 26 日(土）16:30～19:00（開場 16:00）

会

場

講

師 小波秀雄さん（京都女子大学名誉教授）

元町映画館 2F イベントルーム

■□■市民社会フォーラム第 234 回学習会■□■
玉本英子さん帰国報告会

取材映像で見るシリアとイラクの現状

日

時

2019 年１月 25 日(金）18:30～20:30（開場 18：00）

会

場

元町映画館 2F イベントルーム

■□■市民社会フォーラム第 233 回学習会■□■
命に国境はない

高遠菜穂子さんイラク最新報告会

2019/1/19 土@神戸＆20 日@大阪
・神戸会場

日

時 2019 年１月 19 日（土）18:00～20:00（開場 17:30）

会

場 元町映画館２Ｆイベントルーム

・大阪会場
日

時 2019 年１月 20 日（日）13:00～15:00

会

場 北新地サンボア

■□■市民社会フォーラム共催企画■□■
高遠菜穂子さんイラク報告会 ｢命に国境はない｣
日

時

2019 年 1 月 19 日(土)13:30～15:30 （開場 13:00）

会

場

カトリック大阪大司教区 カテドラル大聖堂地下

■□■市民社会フォーラム共催企画■□■
山本太郎×藤井聡×松尾匡
本当に日本を再生できる みんなのための財政政策 Part3
日

時

2019 年１月 19 日（土）14:00～17:00（受付開始 13:30）

会

場

ＮＳビル９階

講

師

京都大学大学院 教授 藤井 聡さん
立命館大学 教授

松尾 匡さん

講演後、山本太郎・参院議員と鼎談
主

催

みんなのための財政政策シンポジウム実行委員会

共

催

大阪を知り・考える市民の会、市民社会フォーラム、NPO 法人 AM ネット

■□■市民社会フォーラム協賛企画■□■
第 47 回 メディアを考えるつどい
国民投票と改憲ＣＭ 広告（プロパガンダ）が憲法を殺す日
日

時

2019 年１月 13 日(日) 開場 13:00 開会 13︓30

参加費 1000 円 (学生 500 円)
会

場

兵庫県私学会館大ホール

お話し 広告業界の裏を知り尽くす著述家、 元「博報堂」社員 本間 龍さん
【2018 年】
この 1 年のイベント履歴を整理してみました。

市民社会フォーラム主催の学習会は第 209 回から第 231 回で、１回は悪天候のため中止し
たので、21 回開催、月平均２回近く、映画観賞会は第 87 回から第 105 回まで、18 回。共
催・協賛・協力などした催しは、20 回。
合計 59 回。1 年 52 週なので、週 1 回以上のハイペースで市民社会フォーラムがクレジッ
トしているイベントがやられていたわけです。
開催地は神戸が大半で、次に大阪が多く、東京でも開催もあります。
ホームページに公開しているイベントの情報をリンクお示しします。
■第 231 回学習会
藤本幸久・影山あさ子共同監督作品 ２日間限定 ２本立て緊急上映会
『デニーが勝った！

沖縄県知事選挙 2018 年』『宮古島からの SOS』（2018/12/22‣

23@神戸）
http://shiminshakai.net/post/4907
■第 230 回学習会
「コスタリカの平和」について考える

歴史学の視点から

講師：小澤卓也さん（神戸大学大学院国際文化学研究科教授）（2018/12/13@神戸）
http://shiminshakai.net/post/4926
■第 105 回映画鑑賞会
【レポート】世界人権宣言 70 周年記念：「人間」を撮る－池谷薫監督特集
監督トーク

12/8・9＠元町映画館 12/15・16＠シネ・ヌーヴォ

http://shiminshakai.net/post/4892
■第 229 回学習会
元自衛官だからこそ語る
講

自衛隊を憲法に明記してはならない理由

師 井筒高雄さん（元陸自レンジャー隊員）（12/3@神戸）

http://shiminshakai.net/post/4784■賛同企画
藤田早苗さん講演会「世界から見た日本を語るーメディアージェンダーー貧困」
（11/30@神戸）
http://shiminshakai.net/post/4819
■共催企画
シンポジウム

安倍「加憲」案にどう対抗するか（11/23@神戸）

パネリスト
池田香代子さん（ドイツ文学翻訳家、 九条の会世話人）
伊勢﨑賢治さん（東京外国語大学教授、新 9 条提唱者）
松竹

伸幸さん（ジャーナリスト、近著に改憲的護憲論』）

吉田

維一さん（弁護士、日弁連憲法問題対策委員会委員）

http://shiminshakai.net/post/4823
■協賛企画
劇場公開前の先行上映会 韓国ドキュメンタリー映画『共犯者たち』（11/18@神戸)
映画解説 岩崎貞明さん（メディア総研事務局長、放送レポート編集長）
http://shiminshakai.net/post/4832
■協賛企画
日本はなぜ「核の傘」を手放さないのか
講

師 太田

日米<核>軍事同盟の現実（11/17@神戸）

昌克 さん（共同通信編集委員）

http://shiminshakai.net/post/4719
■第 228 回学習会
【レポート】緊急《2 本立て》上映会＆トークショー『SAVE HENOKO 劇場公開版』
『宮古島からの SOS』（2018/11/11 日@元町映画館）
http://shiminshakai.net/post/4839
■第 227 回学習会
【動画】相澤冬樹・大阪日日新聞記者講演会「元ＮＨＫスクープ記者が語る 森友事件の
本質と残された謎」（2018/11/10@神戸）
http://shiminshakai.net/post/4806
■第 104 回映画観賞会
【レポート】『1987、ある闘いの真実』上映＆トーク（2018/11/3 祝@元町映画館）
登壇者

木村幹さん（神戸大学大学院国際協力研究科教授）

http://shiminshakai.net/post/4801
■協賛企画
【動画】前川喜平さんと考える 公共と教育の”未来図”（2018/10/27 土@大阪）
http://shiminshakai.net/post/4774

■第 103 回映画鑑賞会
【レポート】『ワンダーランド北朝鮮』上映＆トーク（10/14 日@元町映画館）
登壇者

中戸祐夫（なかとさちお）さん（立命館大学国際関係学部教授）

http://shiminshakai.net/post/4761
■第 226 回学習会
【動画】雨宮処凛×松尾匡「どうする？日本の経済と格差社会」（2018/10/7@大阪）
http://shiminshakai.net/post/4669
■協力企画
あすわかの憲法のお話
お話

次回は第 13 条です（9/29@神戸）

前川喜平さん（現代教育行政研究会

代表）

http://shiminshakai.net/post/4276
■第 225 回学習会
【動画】改憲発議の前に考えるべきこと!! 国民投票と政治資金（講師：上脇博之さん
2018/9/23@神戸）
http://shiminshakai.net/post/4655
■第 102 回映画観賞会
【レポート】『沖縄スパイ戦史』＆三上智恵監督トーク（2018/9/22 土@元町映画館）
http://shiminshakai.net/post/4694
■第 101 回映画観賞会
【レポート】『Ainu｜ひと』上映、Ainu クラフト＆食マーケット（2018/9/15 土@元町映
画館）
http://shiminshakai.net/post/4702
■協賛企画
【動画】元プロ野球選手・張本勲の姉が語る被爆の実相と核兵器廃絶の願い（2018/9/8 土
@神戸）
http://shiminshakai.net/post/4610
■共催企画
【動画と資料】都構想で１兆円って、それ本当!?―都構想をファクトチェック―（9/2@大
阪）

講師

松尾 匡（立命館大学教授）
森 裕之（立命館大学教授）
村上 弘（立命館大学教授）

特別ゲスト 川嶋 広稔（大阪市議会議員）
コーディネーター 平松 邦夫（公共政策ラボ代表）
http://shiminshakai.net/post/4674
■第 100 回映画鑑賞会
【レポート】『返還交渉人 いつか、沖縄を取り戻す』上映＆トーク＠元町映画館
トーク①「沖縄基地問題の報道をファクトチェックする」（9/1）
登壇者

立岩陽一郎さん（ジャーナリスト/ファクトチェック・イニシアティブ副理事長）

トーク②「今の日本映画界ってどうなってるの？」（9/2）
登壇者

西岡琢也さん（脚本）、岸野令子さん（映画パブリシスト）

http://shiminshakai.net/post/4682
■第 224 回学習会
【動画】米朝関係報道をファクトチェックする（講師：立岩陽一郎さん 2018/9/1@神
戸）
http://shiminshakai.net/post/4527
■第 223 回学習会
【動画】屋良朝博さん講演「どうする？日本の安全保障と沖縄米軍基地問題」
（2018/08/24@神戸）
http://shiminshakai.net/post/4664
■第 98 回映画鑑賞会
【レポート】『おだやかな革命』舞台挨拶＆トーク（8/4・5@元町映画館）
http://shiminshakai.net/post/4598
■第 99 回映画鑑賞会
『沖縄スパイ戦史』＆三上智恵・大矢英代監督トーク（8/4@第七藝術劇場）
http://shiminshakai.net/post/4505
■第 222 回学習会
地味に分かる相対性理論（7/21@神戸）
講

師 小無

啓司さん（理学博士）

http://shiminshakai.net/post/3609
■第 97 回映画鑑賞会
【レポート】『ガザの美容室』＆岡真理さんトーク
トーク

「“デグラデ”―《封鎖》によって崩れゆく社会」

http://shiminshakai.net/post/4533
■共催企画
【動画】憲法９条を活かした安全保障とは？（柳澤協二さん/伊藤真さん/弘川欣絵さん
2018/7/15 大阪）
http://shiminshakai.net/post/3977
■協力企画
【あすわか兵庫の憲法のお話】今回は第 21 条です☆（7/14@神戸）
http://shiminshakai.net/post/4202?
■第 96 回映画鑑賞会
【レポート】『息衝く』＆木村文洋監督トーク（7/14@元町映画館）
http://shiminshakai.net/post/4340
■協賛企画
【動画】志葉玲 取材報告会「イスラエル・パレスチナの現実」+live うたのね（2018/7/8
日@京都）
http://shiminshakai.net/post/3946
■第 95 回映画鑑賞会
『ラジオ・コバニ』＆金千秋さんトーク（7/8@元町映画館）
http://shiminshakai.net/post/4510
■第 94 回映画鑑賞会
『ラッカは静かに虐殺されている』＆玉本英子さんトーク（7/7@元町映画館）
http://shiminshakai.net/post/3585
■第 221 回学習会

悪天候のため中止

志葉玲 取材報告会「イスラエル・パレスチナの現実」（7/6@神戸）
http://shiminshakai.net/post/3607

■第 220 回学習会
【動画】市民ができる政府監視 – 情報開示請求の意義（三木由希子さん/上脇博之さん
2018/7/1）
http://shiminshakai.net/post/3449
■第 219 回学習会
【動画】なぜ政府の「公文書隠し」は続くのか～公文書管理・情報公開の現状と課題～
（講師：三木由希子さん 2018/6/30 大阪）
http://shiminshakai.net/post/3210
■協賛企画
【動画】リラン・バクレー監督トーク『ザ・思いやり』『ザ・思いやりパート 2～希望と
行動編～』『それでも夢はある HOPE』（2018/6/24 神戸）
http://shiminshakai.net/post/3205
■第 93 回映画鑑賞会
【レポート】『カーキ色の記憶』（6/16・17・23・24@元町映画館）
http://shiminshakai.net/post/3969
■第 92 回映画鑑賞会
【レポート】『港町』＆想田和弘監督×内田樹さんトーク(6/23@元町映画館)
http://shiminshakai.net/post/3636
■第 91 回映画鑑賞会
【レポート】『獄友』＆金聖雄監督トーク（6/2@元町映画館)
http://shiminshakai.net/post/3591
■共催企画
【動画】前川喜平さん講演会「個人の尊厳を大切にする日本国憲法と教育」（2018/5/26
神戸）
http://shiminshakai.net/post/3070
■共催企画
【動画】藤井聡×松尾匡「本当に日本を再生できるみんなのための財政政策
（2018/5/19@大阪）

Part2」

http://shiminshakai.net/post/3111
■第 218 回学習会
【動画】Dr.本田宏が語る 社会保障切り捨て日本の処方せん（2018/5/18 神戸）
http://shiminshakai.net/post/3150
■第 91 回映画鑑賞会
【レポート】イスラーム映画祭 3＠元町映画館
http://shiminshakai.net/post/3321
■第 90 回映画観賞会
【動画】『憲法を武器として 恵庭事件 知られざる 50 年目の真実』上映後の鳩山友紀
夫・元首相トーク（2018/4/28@神戸）
http://shiminshakai.net/post/3113
■共催企画
【動画と講演録】鳩山友紀夫・元首相講演「沖縄と東アジア共同体」（2018/4/28@神
戸）
http://shiminshakai.net/post/3117
■第 89 回映画鑑賞会
【レポート】『ニッポン国 vs 泉南石綿村』（4/21@元町映画館）
トーク

原一男監督、泉南アスベスト訴訟原告団

http://shiminshakai.net/post/3267
■第 217 回学習会
【動画】立岩陽一郎さん講演『NPO メディアが切り開くジャーナリズム～「パナマ文
書」報道の真相～』（2018/4/15@神戸）
http://shiminshakai.net/post/3155
■第 216 回学習会
【字幕動画と講演録・資料】高野徹さん講演「福島県民健康調査における甲状腺スクリー
ニング検査の倫理的問題」（2018/04/14）
http://shiminshakai.net/post/3292
■共催企画

【動画】伊藤真×伊勢崎賢治×山尾志桜里×松竹伸幸 公開討論「安倍加憲論への対抗軸
を探る」（2018/3/31@東京）
http://shiminshakai.net/post/3100
■第 215 回学習会
【動画】上脇博之さん講演「森友文書改竄疑惑（事件）をどう見るか」（2018/3/25@神
戸）
http://shiminshakai.net/post/3241
■共催企画
イラク戦争開戦 15 年記念イベント

IRAQ DAY

–イラク戦争が世界にもたらしたものと日本の現在地を考える 1 日-（3/18@東京）
http://shiminshakai.net/post/3097
■共催企画
高遠菜穂子さんイラク報告会
命に国境はない 人道支援の現場から見た世界と日本（3/3@大阪）
http://shiminshakai.net/post/3066
■第 214 回学習会
【動画】高遠菜穂子さんイラク報告会「命に国境はない 人道支援の現場から見た世界と
日本」（2018/3/2@神戸）
http://shiminshakai.net/post/3034
■第 213 回学習会
【動画】3.11 後も福島で住み体験し学んだこと

差別・偏見・不条理をのりこえて

（2/18@神戸）
http://shiminshakai.net/post/3056
■第 212 回学習会
【動画】大川一夫弁護士講演「安倍政権のミステリー~森友問題のトリックを解く
（2018/2/11 祝@神戸）
http://shiminshakai.net/post/3014
■協賛企画
【レポート】核兵器のない世界へ

何をどのように伝えていくか（2018/2/10 土@神戸）

http://shiminshakai.net/post/2937
■第 211 回学習会
【動画】『しあわせになるための「福島差別」論』出版記念シンポジウム＠京都
（2018/2/4）
http://shiminshakai.net/post/2998
■協賛企画
【動画】井手英策×藤井聡 本当に日本を再生できる

みんなのための財政政策

（2018/2/3 土@大阪）
http://shiminshakai.net/post/2948
■第 87 回映画鑑賞会
【レポート】『辺野古ゲート前の人びと』（2/3@元町映画館）
http://shiminshakai.net/post/3023
■第 210 回学習会
【動画】口から見える貧困 健康格差の解消を目指して（2/1@神戸）
講演①
講
講演②
講

歯科疾患の健康格差とその解消をめざして
師 足立

了平さん（神戸常盤大学教授、歯科医師）

社会保障切り捨て日本への処方せん
師 本田

宏さん（NPO 法人医療制度研究会副理事長、医師）

http://shiminshakai.net/post/3039
【動画】毎日メディアカフェ「原発事故がもたらした福島差別と 分断を乗り越えるため
に」（2018/1/29@東京）
http://shiminshakai.net/post/3236
■第 209 回学習会
【動画】『しあわせになるための「福島差別」論』出版記念シンポジウム＠東京
(2018/1/28 日）
http://shiminshakai.net/post/2994

