
鎌ケ谷市が９月１１日に集計し

た台風１５号の被害状況は、上表

の通りです。進捗率７６％。まだ

中間報告の段階ですが、処理の進

捗があると考えられます。

千葉県では、まだ９月１７日現

在、まだ６万戸が停電中です。

安倍政権は、９月９日未明に襲っ

た１５号台風の救援が急がれてい

るなか、１１日には第４次改造内

閣を組閣するなど、被害を軽く見

積もったのか、全く被災者のこと

にはおざなりの扱いでした。

現地の友人（南房総市在住）は

屋根は剥がされ、停電が今なお続

くという悲惨さのなか「国は何やっ

てるんだ」と怒りの声を公衆電話

から届けてきました。涙無しでは

聞けませんでした。

共産党千葉県委員会は、早急な

復旧を東電に要請すると同時に、

災害救援募金に取り組んでいます。

党松戸鎌ケ谷地区委員会では、２

面に詳報したように、募金活動を

行いました。是非、皆様方に募金

の訴えをさせて頂きます。

日本共産党千葉県委員会の救援

募金受付の口座番号は

００２３０－９－５５２６４

口座名義「日本共産党千葉県委

員会」。通信欄には「台風災害救

援募金」とお書き下さい（原・松）

鎌ケ谷革新懇（平和・民主主

義・革新をめざす鎌ケ谷の会）は、

８月２４日（土）「講演と通常総

会」を開催しました。はじめに、

県革新懇代表世話人・県労連顧問

の松本悟氏は「参議院選挙後の安

倍改憲策動とこれからの闘い」と

題した講演をしました。

松本氏は、カラーの写真やパネ

ルを次々に掲示、観衆に質問しな

がら、双方向の対話的な手法で、

わかりやすく話しました。「参議

院選で改憲勢力２／３割れを実現

したことは、市民と野党の共闘の

成果」と強調。今後は「安倍政権

を倒すためには、何よりも野党共

闘がこれまでの選挙協力レベルか

ら連合政権構想レベルに進化する

ことが必要だ」と強調しました。

若干の質疑応答をはさんで、通

常総会に移っていきました。総会

の議案はそれぞれ承認されました。

新年度の活動方針では、地域の要

求と切り結んだ活動にできるかど

うかが問われているとの意見もあ

りました。

役員改選では、新世話人に松原

美子市議が就任しました。

←写真 閉会の挨拶と今後の決

意表明する本谷清志代表世話人

（六）
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松原美子の連絡先

電話：047-444‐5730
fax : 047-412‐0430
携帯：090‐3204-4324

ご意見ご要望をご遠慮

なくお寄せください。

また台風被害などもお

知らせ下さい。

１５号台風被害にあった皆さんにお見舞い申し上げます

＜鎌ケ谷でも床上浸水、屋根の損傷など被害がありました＞
日本共産党鎌ケ谷市議団 松原美子・佐竹知之

分 類 報告件数 処理済み 未処理

倒木 59 43 16

床上浸水 6 6 0

床下浸水 21 21 0

道路清掃・消毒等 20 12 8
建物・工作物損壊処理・

回収処理
63 41 22

道路冠水 8 6 2
その他(道路施設損壊等)

22 22 0

合 計 199 151 48

９／８発生台風１５号被害状況及び処理状況等報告（中間報告）

松戸駅での募金活動
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松本悟県革新懇代表が講演 野党共闘を進化へ
８月２４日 鎌ケ谷革新懇が総会

市内の補修中の屋根

ただいま、9月議会真っ最中！

9月議会では、「決算特別委員会」が、開催されています。
昨年度の予算が市民の皆様のためにどのように使われてきたかを確

認するための、大切な議会ととなっています。

今回は、先輩議員である佐竹知之議員が、がんばって発言してく

れています。私は、しっかりとその様子を傍聴して、来年度の予算

委員会、決算委員会に向けて、しっかりと力を蓄えていきたいと決

意を新たにしているところです。

「地方自治体」が、今さらの「行政改革」の嵐の中「無駄使いをな

くそう！」という方向で、市議会全体が、流れているような気がし

てなりません！では、「何が無駄使いなのか？」を、私たち自身が

しっかりと考えていかねばならないと思います。

私は、ゆっくりとでもいいから、その人らしく生きていけるまちづ

くりが出来たらいいなあと思っています。。

「子育て世代から高齢者まで…そして、お金があってもなくても

誰もが、1つ1つの輝くいのちとして」大切にされる鎌ケ谷市を実現

するために。これからもともに頑張る決意をお伝えいたします。



志位委員長があいさつ

日本共産党は、第7回中央委員
会総会を開催、冒頭、志位和夫委
員長が、野党連合政権に向けたこ
の間のとりくみや第28回党大会の
招集と議題の提案および大会成功
へのカギとなる「大運動」につい
て幹部会を代表してあいさつしま
した。また、小池書記局長が中央
委員会報告を行い、決議として採
択されました。
志位委員長は、党勢拡大の大運

動について、「『決議案』がのべ
ているように、党勢という面でも、
世代的継承という面でも、現状は
率直にいって危機的であります。
それは全国の同志のみなさんが痛
いほど感じておられることだと思
います。同時に、それを前向きに
打開するかつてない歴史的可能性
も間違いなく存在する。危機と可
能性の両方があるのであります」

と指摘。その目標は党員、「しん
ぶん赤旗」でも前回大会比で上回
ることと提起しました。大運動期
間は、９月１５日から来年１月３
１日までとなりました。
２８回大会の目的は、２００４

年の綱領改定以来の第三章の国際
情勢の変化に対応した部分と、第
五章の未来社会論の新たな研究成
果も組み入れるという部分的なも
のとされています。

小池晃書記局長が中央委員会報
告 大運動を提起
第一章 参議院選挙総括とその

教訓、選挙論戦では、消費税１０
％増税ノーの根拠を示した財源論
を展開し、現在の経済状態のもと
では増税は「消費税不況をもたら
す」として、争点を明確化。また、
減らない年金を立て直すには共産
党のいうマクロ経済スライドを止
めるしかないことが、多くの国民
に浸透しました。
参議院選挙闘争では、比例代表

を軸にという闘い方において、一
定に得票数、率とも増加させたこ
とは意味あったが、さらに８５０
万票、１５％以上の目標には到底
届かず「比例を軸に」の選挙が必
ずしも「自らの選挙」になってい
なかったことが指摘されました。
来たるべき総選挙にどう取り組

むかが提起されました。小選挙区
での野党共闘を、野党連合政権を
視野においた選挙選への進化など

をあげ、同時に来年１月末までの
党勢拡大で、前回大会比で党勢拡
大を実現することこそ重要と提起
しました。野党連合政権への重要
な試金石となる共産党の自力の強
化を指摘しました。
（原島記）

台風被災救援募金訴え

松戸駅頭でみわ県議、椎葉氏ら

日本共産党松戸鎌ケ谷地区委員
会による「台風１５号被害者救援
募金」活動が松戸駅頭で１６名が
参加し行われったチラシ１３０枚、
募金７万円余が寄せられました。
募金活動には、椎葉寿幸党県委員
会副委員長、みわ由美県議、山口
正子市議らが参加しました。親子
連れの小さな女の子が１００円と
か５００円とか募金箱に入れてく
れる姿も見られました。約１００
人が募金を寄せました。
地区党は、救援カーを運行し、

水・食料・募金をもって山武市へ
向かいました。すでに先に行って
いるボランティアの人たちと合流
して、災害救援を行います。

日本共産党の「しんぶん赤旗」
が厳しい状況を迎えています。活
字離れの風潮、年金削減などが影
響しています。記事は、スクープ
を連発、また野党共闘の新聞のよ
うな内容となっています。購読申
込は松戸鎌ケ谷地区委員会
０４７－３４９－１５４４まで

○○情報いろいろ○○

★望月衣塑子氏講演会
１０月６日（日）14:00～
プラザ菜の花（千葉市中央区長
洲1-8-1、県庁近く）

誰でも参加できます。
講演「安倍政権とメディア」
主催：九条の会・千葉民医連、

千葉県保険医協会など
申込先：千葉県保険医協会
☎043-248-1617、FAX同245-17

77
★国民救援会 松戸で今市事件学

習会

１０月１２日（土）14:00～
松戸・稔台市民センター
ドキュメンタリー映画「今市事

件」と国民救援会松戸鎌ケ谷支部
常任の原島吉男が説明します。
参加：無料、出入り自由

（原島090-7902-4812）
★地域大型健康講「脳卒中とリハ

ビリ」

１０月８日（火）14:00～
二和公民館講堂
講師：関口麻里子 医師
（船橋二和病院リハビリテーショ
ン科長）

入場無料（気軽に参加できます）
主催：船橋二和病院・同健康友

の会実行委員会

まつばら通信 「あんだんて」～歩くような速さで～ 2019年8月 第５号

ネッシーは鰻だった？

各種メディアで話題になったの

で、周知のこととは思いますが、

英北部のスコットランドのネス湖

で目撃情報が現在でも相次ぎ、21

世紀の最大の話題になったネッシー

を取り上げる。

私の記憶では、1930年代に子ど

もが恐竜の模型を作って、ネス湖

に浮かべて、写真をとったのが始

まりと、十数年前？に「死ぬ前に

明らかにしておいた方がよいと思っ

て名乗り出た」というニュースを

読んでから、もう興味が沸かない

話だった。

しかし、その後もネッシーの目

撃情報が頻繁にあったそうで、今

回、国際的な科学者チームが大規

模な調査を行い、正体を特定した

と主張。どうもその内容は巨大に

成長した「うなぎ」だったという。

水中に存在する膨大な量の生物

由来の環境ＤＮＡを調べ、既存の

データベースに照らして分析した

結果、大量のうなぎのＤＮＡが発

見されたというのです。

写真上は、昔からでてくるネッ

シー画像（丸山記）

消費税増税反対行動 最後に

なりますが、９月２８日（土）

12:00～12:40に共産党鎌ケ谷市委

員会・鎌ケ谷革新懇との共同で

消費税増税には根拠がない、増

税せずとも財源はあるという宣

伝を行います。最後の最後。

原島090-7902-4812

編集部から
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