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敬老の日の９月 日︑江
上ひろゆき前市議は︑参院
選で日本共産党を応援され
た︑常磐に住む 歳になる
荒川すず子さんを訪問しま
した︒１９４０年に高等小
学校卒業︒﹁今でも同級と
食事会をやるよ︒前は︑共
産党はよくわからなかった
が︑今は︑はっきりものが
言ういいところだね﹂と言
われました︒
16

87

のでした︒

参議院選挙では︑インター すから︒でも︑情報量はす
ネットを使った政策宣伝が ごい▼若い人たちに活動︑
話題となりました▼私も︑ 共産党のこと︑政策を知っ
ホームページをつくりまし ていただくにはこれっきゃ
た︒インターネットで﹁江 ないと割り切って使ってい
上ひろゆき前市議﹂と入力 ます︒といって︑どなたに
してみてください▼フェイ も見ていただきたいし︑対
スブック︑ツイッタ︱もやっ 話できたらと思います▼フェ
ています︒といっても︑初 イスブックは︑内容につい
歩の段
インターネット 選挙
階を続
けてい
江 上の場 合
江上 博之
る感じ
です▼一日のうちで︑空い て﹁いいね﹂とほめるとこ
た時間にすぐ行動できるよ ろから始まるのが好きです︒
うに手持ちのタブレットア 書かれた方の名前もわかり︑
イパッドを利用しています︒ 対応もしやすい▼ツイッタ
ホームページは︑家に帰っ ︱は︑率直につぶやくのが
て︑パソコンを使って作成 いい▼１年半後の市議選に
▼インターネットなんて︑ 向け︑あらゆることに挑戦
と思われる方も見えると思 していきます︒もちろん︑
います︒維持費もかかりま 民主なかがわも発行します︒

伝は︑参院選躍進後の日本
共産党への期待を感じるも

卒業後が︑裁縫などを習
い︑１９４５年に︑日清製
粉が航空機を製造していて
戦闘機をつくったそうです︒
幸い自宅は空襲にあわなかっ
たが︑道を隔てたところが
やられたと︒家族が近くに
はいますが︑一人暮らし︒
地域の小玉さんたちと勉強
し︑がんばるよ︑と発言︒

戦争中は戦闘機づくり

敬老の日︒ご長寿おめでとうございます

消費税増税中止を話す江上ひろゆき前市議ら（あおなみ線荒子駅）

電話 ３６３−１４５０

３５２−７８０１
FAX

第121号

４月か らの消 費税増 税は 中止を ︲共同 の力で
来年４月からの消費税８ 悪政の暴走許さず！と︑宣
﹁敬老パス﹂負担金値上
％への増税反対の一点で︑ 伝・対話に取り組みました︒ げや保育料値上げの問題を
共同の運動をすすめようと︑
怒りを込めて訴えました︒
区内 か所で街頭宣伝
日本共産党中川区委員会は︑
スーパー前では︑日本共
９月から２０１５年地方選
宣伝では︑江上ひろゆき 産党支部による署名行動も
必勝をめざして﹃キャラバ 前名古屋市議が︑安倍暴走 呼応して取り組まれ︑﹁消
ン宣伝﹄︵当面月１回︶を 政治とそのもとでの河村市 費税があげられたら︑もう
スタートさせました︒
政の庶民いじめ︑とりわけ︑ やっていけない﹂﹁安倍さ
日は︑午前 時から午 庶民に責任のない財政赤字 んは︑庶民のことが分かっ
後６時まで︑昼休みは除い を医療・介護や福祉切り捨 ていない﹂など︑署名に応
て︑区内各所で︑安倍自公 てで解消する動きを批判︒ じる買い物客︒団地では︑
政権による﹁消費税増税﹂
お知らせチラシを見て話を
敬老パス・保育料改悪
をはじめとする国民不在の
聞きにでてきた方が︑﹁今
日のお話は大変わかりやす
くよかった﹂と喜ばれたり︑
たまたま家から出てきた方
が︑訴えを聞いて消費税増
税中止署名に快く応じてい
ました︒公約実現としても
取り組まれたキャラバン宣
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弁護士法律相談 月 日︵木︶午後６時半電話３６３︲１４５０江上事務所
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中川区荒中町１５７

荒中マンション１階

民主なかがわ

日本共産党中川区編集委員会編集

しん ぶん 赤旗 を
お読み く だ さ い
日刊3,400円 ／ 月
日曜版 800円 ／ 月
申 込み 363-1450
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民の不安への丁寧な対応を
求めてきたし︑求めていく﹂
と回答しました︒
会では︑住民の声を署名
で集め︑不安にこたえる住
民説明会を引き続き求めて
いく︑と言っています︒

広がりました︒中川区では︑ 時間１００ミリを超える
９月 日︑革新市政の会が 集中豪雨でしたが︑１時間
学習会を開催しました︒９ と短時間でした︒中川区内
月 日︑名古屋市長に︑１ 全域で︑床上浸水 軒︑床
万１６８筆の改悪反対署名 下浸水１０６８軒が報告さ
が提出されました︒
れました︵区役所集約︶︒
非住宅では︑浸水が１３７
軒でした︒浸水対策ととも
に︑まちの開発の在り方に
も注意が必要です︒中川区
でも全域で冠水がありまし
た︒︵写真は︑柳島町︶

敬老パスもっと気楽に使えるように ９月４日集中豪雨

広島・長崎の被爆を繰り
返させない︒中川原水協が
日︑区内で︑学習会と総

会を行いました︒最初に原
水禁大会に参加したさくら
んぼ作業所の安田さんが参
加しての感想を述べました︒
新婦人の会からは毎月６と
９の日に行っている核兵器
反対の署名活動の報告があ
りました︒続いて︑愛知県
原水協の事務局長小田前さ
んが今年の原水協大会の様
子や核廃絶運動の現状など
をＤＶＤを使って話しまし
た︒総会では︑活動報告︑
会計報告︑運動方針を確認
しました︒

核兵器禁止︑原発ゼロへ

敬老パス一部負担金の値
上げは許しません
河村名古屋市政は︑一昨
年の事業しわけで﹁敬老パ
ス見直し﹂を決定し︑９月
９日︑社会福祉審議会の分
科会は︑最終報告書を提出
しました︒﹁一部負担金に
ついては引き上げは避けら
れない﹂と報告︒しかし︑
河村市長は︑今年４月の市
長選挙公報で︑﹁敬老パス
堅持・利用拡大﹂と公約し
ました︒現行制度を守りさ
らに︑名鉄や三重交通など
利用できるようにとの声も
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騒音︑振動など道路公害心配
環状２号線高架部建設
月１日︶︒
中川区名古屋西ジャンク
住民不安にこたえよ
ションから︑南へ︑飛島ジャ
ンクションまでの︑環状２
住民の不安を解消しよう
号線中央部高架道路建設に と︑﹁名古屋環状２号線か
伴い多くの住民から不安の ら環境を守る会﹂︵略称：
声が出ています︒
環２から環境を守る会代表
昨年９月 日︑﹁名古屋 内川朝夫さん︶が︑学習会
環 状 ２ 号 線 事 業 説 明 会 ﹂ や︑愛知国道事務所・中日
︵国土交通省主催︶が︑富 本高速道路会社への申し入
田農協で開催されましたが︑ れを行ってきました︒が︑
道路計画の説明のみで︑住 対応していません︒
民の不安に答えた回答はあ
そこで︑９月４日︑名古
りませんでした︵民主なか 屋市街路計画課に申し入れ
がわ第１０９号２０１２年 ました︒二村課長は︑﹁住
議会が提案すべきだ﹂など
を理由に︑反対しました︒
報酬をどう考えるか
市長は︑﹁住民福祉の増
進を図る﹂名古屋市の長で
す︒その職責にふさわしい
報酬とは︒議員は︑市政を
市民の目線でチェックし︑
市民要求を推進し︑これか
らの名古屋の展望を示す︒
その仕事にふさわしい報酬
とはどうあるべきか︒市民
生活が大変厳しい時だけに︑
その点を踏まえた論議が必
要です︒市長︑議員がどの
ような仕事をするかも問わ
れています︒

10

市長︑議員 報酬８００万円 条例否決

﹁市長の任期中は理解す
るが︑任期以外に言及する
のは問題﹂﹁議員の分は︑

40

月の早朝宣伝
１日 火
下之一色
４日 金
近鉄戸田
７日 月 あおなみ線小本
８日 火
ＪＲ春田
日 金
高畑
日 火
名鉄山王
日 金 近鉄伏屋は休み
日 火
万場小橋
日 金
昭和橋
日 月
金山
日 火
ＪＲ尾頭橋
日 木 あおなみ線荒子
７時半から８時過ぎ

31 29 28 25 22 18 15 11

10

市 長 の 報 酬 は ︑ 特 例 で れば︑その都度行えばよい
﹁１年間﹂︑議員の報酬は︑ ことから︑日本共産党は賛
特例で﹁当分の間﹂年８０ 成しました︒
０万円となっています︒今
議員報酬は︑市長提案で
回河村市長は︑市長︑議員 なく︑議員提案すべきです
とも︑期間の限定をなくす が︑２年前の公約であるこ
条例を提案しました︒
と︑議会が論議をすすめな
日本共産党の態度
いところに問題があり︑選
挙で民意は明らかというこ
とで︑日本共産党は賛成し
ました︒
自民︑公明︑民主反対
市長は︑行政組織の長で
あり職員への影響︑河村市
長の政治的パーフォーマン
スとの声があります︒しか
し︑４月の市長選挙で︑日
本共産党も８００万円を掲
げたこと︒改正が必要であ

すいとんを食べながら開催された総会
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無料相談 ︵子育て・教育問題も︶毎週月・木
午後６時半から８時
弁護士相談 毎月第二木曜 江上ひろゆき事務所まで 電話 ３６３ １
-４５０

28
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