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「年金者組合」の皆さんと 市内7か所で共産党の政策を

ご意見ご要望をご遠慮
なくお寄せください。
コロナウイルス関連で
のお困りごとやご意見も
お寄せくださいさい。

11月は色々なところに行って来ました！
たくさんの人に会い、声を聞き
触れ合うことの大切さをあらためて実感！
オスプレイいらない！

しました。
その思いを胸に11月10日（火）
には、ご地域の皆さんと一緒に、
新鎌ヶ谷駅で「オスプレイいらな
い！」と、お話しました！

皆さんの署名を国会へ！
11月 7 日（土）は「オスプレイ
いらない！市民集会（習志野・八
千代・船橋）」に、鎌ケ谷からも
多くの人たちが参加しました。

ご要望をお寄せください！

市内を訪問していたら、「歩道が
危ない！」との声をいただきまし
た。市にお願いしたらすぐに対応
していただけました。

改修前

改修後

める署名」等4本でした。
千葉から集まった署名は、
合 計 2822 筆 、 し っ か り と 畑
野議員に渡しました！
署名はとても地道な活動ですが、
国会に私たちの声を伝える大切な
活動です。ともに頑張りましょう！

間もなく12月会議が
町中でたくさんお話！
始まります！

10月28日（水）には鎌ヶ谷大仏
駅前で、前の日に27日には南京者
11月26日（木）から、
組合の皆さんと一緒に、11月14日 12月の市議会が開かれます。
（土）には、市内 7 か所で日本共
一般質問は、12月4日・7

（詳細は、2面をご参照ください）
私は、船橋で仕事をしていた頃
の多くの仲間に出会えて「地域は
変わっても思いは 1 つ！」を実感

11 月 5 日（木）には、松戸
の山口議員と一緒に国会へ
の「署名提出活動」に行っ
て来ました。提出した署名
は「高すぎる国民保険料の
引き下げへ抜本的な改善を
求める請願」「子どもひと
りひとりを大切にする感染
症にも強い少人数学級を求

産党の政策や、市議会の様子など
をお話させていただきました。
ご協力・応援ありがとうござい
ました！

＜無料法律相談会＞
次回は12月4日（金）
13：30～
（30分毎の予約制）

◆会場◆
日～9日までです。
機会がありましたら、ぜひ、 鎌ケ谷民主商工会会議室
傍聴してみてください。
東葛総合法律事務所の
よろしくお願いいたします。
弁護士が相談に応じます。
「鎌ケ谷市役所」のホーム
ページから「市議会」に進む
と中継を見ていただくことも 毎回、相談が寄せられています。
必ず、下記までご連絡の上
できます。
ご予約下さい。
インターネット環境のある
松原よし子携帯
かたは、１度、立ち寄ってみ
てください。
090-3204－4324
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核兵器禁止条約発効へ
来年1月22日から核兵器が違法に
菅政権「条約に参加せず抑止力強化」だって！
でした。一方、
戦争による原爆
被爆国である日
本政府がこの条
約には「知らん
顔」というのは
情けないだけで
なく、怒りが沸
いてくるではあ
りませんか。
１０月２５日未明（日本
日本共産党の志位和夫委
時間）、批准５０カ国目の 員長は「核兵器のない世界
ホンジュラスが国連事務局 を求める世界の圧倒的多数
に寄託した瞬間、核兵器は の政府と市民社会が共同し
持っているだけでも、製造 た、壮大な取り組みの歴史
しても、運んでも、威嚇し 的な到達である。日本共産
ても全て違法となりました。 党 は 戦 後 一 貫 し て 核 廃 絶 を
もう抑止力などと言って、 訴えてきた党として心から
日米同盟をより強めるなど 歓迎する」と談話を発表し
と 言 っ て い る 場 合 で は あ り ました。
ません。
これからは、日本政府に
広島、長崎の被団協のメ 批准を迫る新しい署名運動
ンバーは、「歴史を動かし を皆さんとともに進めてい
て き た と い う 感 慨 が 寄 せ て きましょう。（六輔）
いる」と喜びを隠しません

池面に教会尖塔の影と鷺

鎌ケ谷市経営支援給付金 オスプレイの木更津への
申請は来年1月31日まで
暫定配備許さない
新型コロナウィルスの影響を受
船橋市薬円台公園で反対集会
けて売上高が減少している市内の
中小企業、個人事業主に対して、
一事業者につき１０万円の支援金
を給付する市の制度です。
主な対象要件は、①原則一カ月
（2020 年１～１２月までの任意の
月）の売上高が前年同月比で３分
の１以上減少（約３３％以上の減
収）②2020 年１月１日現在、鎌ケ
谷市内に本店または主たる事業所
を有している③事業収入を得てい
る（雑収入や給与収入は対象外）
申請は、商工振興課445-1240
なお、窓口受付は1 月29 日まで。

千葉県船橋市の薬円台公
園に約５５０人が参加して、
陸自が購入した欠陥機オス
プレイ１７機の暫定配備が
千葉県木更津市陸自駐屯地
に決まり、住民の反対運動
のなか、今年７月１０日に
一機が配備、同１６日には
二機目が配備されました。
当日は志位和夫共産党委員
長も参加し、連帯の挨拶を

○○情報いろいろ○○
★ 全国革新懇オンライン
シンポジウム
日時 ： １２月１９日 １３：３０
配信開始
場所：ありません
「 コロナ危 機をのり こえる新
しい社会をめざして」と題して、
医療、経済、自然環境、ジェンダー
平等などあらゆる課題で、新自由
主義の政治から転換と新しい社会
への模索が始まっております。新
しい政治を次の選挙で実現するた
めの展望と革新懇の役割を 5 人の
識者が語ります。多くの皆様の視
聴、オンラインでの意見・交流を
行うというものです。
パネラー：石川康宏神戸女学院
大学教授・コーディネーター、岡
野八代同志社大学教授、志位和夫

『しんぶん赤旗 』を 是非 ご 購
読下さい。

日本共産党委員長、藤田孝典 NPO
ほっとプラス理事、本田宏医師・
医療制度研究会副理事長。

安倍晋三首相の個人後援会員を
多数、税金で招待していた「桜を
見る会」疑惑、そして日本学術会
議の６名が菅義偉首相からの任命
拒否もスクープしたのは「しんぶ
ん赤旗」です。コロナの問題での
解説、政府への提案などが満載で
す。またテレビで見るタレントの
インタビュー
では「あ
の人の思
いはこう
だったの
ね」など
様々な発
見があると思います。

オンラインによるZOOM 会議用 UR
L は、 11 月 20 日に全国革新懇 HP で
公開します。全国革新懇HP ：zenk

10 月初旬、早朝の新聞配達の途中、
スマホで撮影した東武団地の池面。教
会の尖塔が映り、そのそばに何か訳あ
りの趣の鷺の姿が気になり一枚パチ。

申し込みは、松原よし子市
議 まで。 090-3204-4324（会議中

菅の弁サギの口ぶり似ています

はすぐには出られませんが、折り
返し電話致します）

スベル
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薬円台公園周辺をデモ行進

行いました。
本来、佐賀駐屯地に配備
されるはずが、地元住民の
反対で配備できずに、木更
津駐屯地ににくることになっ
たものです。
このオスプレイが習志野演
習場、あるいは鎌ケ谷・柏・
白井にまたがる海自の下総
基地に降りることもあり得
るなか、船橋、習志野、八
千代の住民ネットワークに、
鎌ケ谷市民多数が参加し、
集会・デモが行われました。
（丸山）

oku＠kakusinkon.org
★許せない中曽根氏合同葬に

税金９６００万円
政府と自民党による故中曽根康
弘元首相の合同葬（１０月１７日
実施）は、当初３月に予定され２
０１９年度予算予備費から８２７
５万円が計上されていましたが、
が、実際には２０２０年度予備費
から９６００万円を支出すること
になったものです。これには、国
民から怒りや批判が報じられてい
ます。コロナ禍で困窮している医
療・教育・児童養護施設・介護施
設などへの支援に回せという声は
私の声でもあります。（YH）

