西後援会、笹田・中田両市議を招き

市政報告会を開催

中田市議 は結婚し︑
月に 披露宴と お祝い会を
行う予定です︒
お 相手は︑ 米原市の日
本共 産党の市 議会議員で
あり ︑中田市 議が同い年
であ る先輩議 員にアドバ

お幸せに

小選挙区制度によって、有権者の１７％の投票でも圧倒的な議席が占め
ている自民党安倍政権。うっかりしていてはどこへ連れていかれるのかと、
国民の政治に対する関心が高まってきています。身近な人とともに政治の
あり方を考える機会を持てたら親近感も深まることでしょう。

後援会だより
部内資料

しんぶん赤旗を読みましょう。
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第５２回 しんぶん赤 旗
全国囲碁・将棋大会︵赤
旗名人戦︶
西濃地区予選会開催
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52

れました︒
９月議会も終わりました︒
各後援会で も市議を招いて
の市政報告 会を開催してく
ださい︒

南後援 会の杉原氏と中田
市議は︑９月 日︑第 回
しんぶん 赤旗全国囲碁・将
棋大会︵ 赤旗名人戦︶西濃
地区予選に出場しました︒
この大 会は︑全国大会で
優勝し﹁ 赤旗名人﹂となる
と︑プロ の日本棋院公式戦
である新人王 戦 赤(旗主催 )
に出場で きるという大会で
す︒
中田市 議は︑小学生時代
以来とい う将棋に挑戦し︑
あえなく 全敗︒杉原氏は︑
江東地区センターで碁会サー
クルを主催しているだけあっ
て︑Ｂ級予選を一位通過し︑
県大会出場を決めました︒
大垣市 でも囲碁や将棋・
娯楽がよ り身近な場所でで
きるとい いな︑そのような
サークル やコミュニティを
市がもっ と支援できていた
らいいな ︑そう考える一日
となりました︒

日刊紙⁝３４９７円 日曜版⁝８２３円

国民の立場で真実を伝え続ける
しんぶん赤旗をお読みください︒

しく過ごしました︒
若者は︵ 異性との︶出会
いの場を求 めている︑との
要求を実現 したこの企画︑
次の企画は ︑﹃体を動かし
足りない若 者たちへ﹄を掲
げて︑三尾 氏が教えるバド
ミントン︑ 通称︿みおミン
トン﹀を予定しています︒

出会い求める若者たちに呼びかけ
青年後援会 飲み会で盛り上がる

８月 日︑西後援会は︑ 許せない︑来 年の参議院選
綾里地区センタ ー・西部研 挙へ向けてぜ ひ党に入って
修センターの２ ヶ所で市政 一緒に頑張ろ うと熱く訴え
報告会を開催し ︑２０人以 かけました︒
上の参加者がありました︒
質疑では︑ マイナンバー
中田市議は︑ 荒川町の空 制度が不安で ある声が聞か
き家活用事例や 綾野町の学
習支援事業﹁あ したの支援
室﹂︵無料塾︶ の例を紹介
しました︒
笹田市議は︑ 戦争法制は
青年後援会は﹃出会いを
求める若者たちへ﹄のキャッ
チコピーを掲 げて︑駅北口
近くの飲食店﹁横井製作所﹂
で異業種交流 系飲み会企画
〝横一線のスタート vol.2
〟
を開催し︑２ ０名を超える
若者が参加しました︒
代〜 代までの︿はじ
めまして﹀の 若者同士で︑
席替えや名前 ビンゴなど︑
あっという間 の２時間を楽
30

イ スを乞う たことが 出会
い のきっか けとなり まし
た︒
以下中田 市議のコ メン
ト
﹁ お互い現 職の議員 なの
で ︑遠距離 結婚では あり
ま すが︑大 切な家庭 がで
き たことを 幸せに感 じ︑
一 層公務に 邁進した い決
意です﹂
10
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も︑戦争法制強行 採決の中
で︑その考えを変 えるきっ
かけをつかもうと している
かも知れません︒
率直に呼びかけ ︑この演
説会に誘ってみましょう︒

大垣からバスを出します
当日は︑参加し やすいよ
うに︑貸切バスを 用意しま
す︒
現在︑予定して いるバス
のコースは次のよ うに考え
ていますが︑みな さんの要

ポーツ応援団 ︒)
﹁後援会﹂ののぼりがひ
るがえっていたら︑共産党
市議の街頭宣伝や交差点な
どでのスタンディングアピー
ルの仲間にも支持者として
加わりやすいのではないで
しょうか︒

１[号車 ]
: 浅中杉原家南
: 禾森
: 大垣競輪場
: 大垣駅北口
: 岐阜文化センター
２号車 ]
[
荒崎県営住宅
久徳町民商前
文化会館東
墨俣さくら会館
岐阜文化センター
:
:
:
:
:

９月 日未明に戦争法案
が強行採決されるや︑その
日のうちに緊急の中央委員
会総会を開催し﹁戦争法 安(
保法制 廃)止の国民連合政府﹂
を呼びかけた共産党︒
はた目にはいかにもすば
やい対応と映るかもしれま
せんが︑連日国会に押しか
けて廃案を願う国民の中に

公園にある健康遊具の設置状況を調査

北後援会

身近な公園で幅広い世代 ていますが︑お近くの公 園
がつ どい楽しむためには各 の健康遊具の有無について︑
種の スポーツが行える環境 情報をお寄せ下さい︒
とと もに健康遊具も置かれ
ると いいのでは︑というこ
とで ︑北後援会はあちこち
の公園の調査を始めました︒
ま ずは︑楽田ふれあい公
園に 置かれている背伸ばし
ベン チや腰振り器具・のぼ
りお り橋を体験して︑﹁た
まに は身体を動かさねば﹂
と実 感が持てたということ
でした︒
今 後も心がけて各所の公
園を のぞいてみることにし

は︑この戦争法を廃止する
には安倍政権を打倒してつ
くる新しい政府の手でしか
道はないとの思いが高まっ
ていたといいます︒
集団的自衛権容認の閣議
決定を撤回するには︑他な
らぬ新政府による閣議でな
ければできないとの長谷部
早大教授の指摘もタイムリー

でした︒
後援会の皆さんの多くは
あかはた日曜版をお読みの
方でしょうが︑共産党幹部
の方々が連日のように各団
体や個人の方と懇談して︑
共感をもって受け止められ
ています︒
さらに多くの国民の声で
後押ししましょう︒

共産党の呼びかけた﹁戦争法 安(保法制 廃)止の国民連合
政府﹂が︑野党や広範な団体・個人から共感をもって受
け止められています

時⁝ 月 日 日( )午後２時から
所⁝岐阜市文化センター大ホール
講師⁝たけだ良介 参(議院比例代表候補 )
高木光弘 参(議院岐阜地方区候補 )

日本共産党演説会

望に応えて変更 することも
あります︒
もっと近くで 乗り合わせ
られるかもしれませんので︑
直前まで確認を して︑楽し
く乗り合わせて 参加できる
よう︑ご利用ください︒

13 13 12 12 12
45 05 45 30 15

13 13 13 12 12
45 25 05 45 30

月 日﹁日本共産党演説会﹂
成功に向け力を尽くしましょう

共産党には共感を寄せて
いても︑その一員として活
動するにはハードルが高い
なと思っている人も多いは
ず︒
そんな人にとっても近づ
きやすい立場はでいられる
のが応援団・サポーター ス(

29

29

安全保障関連法制 反対の
年安保を 上回る国民的な
大運動が展開され︑ 強行採
決されたものの︑そ の廃止
に向けて国民の多数 が政治
への関心を強めています︒
月 日に予定されてい
る﹁日本共産党演説会﹂は︑
現在の状況での共産 党の考
えを聞ける岐阜県で の最も
大きな取り組みになります︒
以前には政治につ いて多
くは話し合えなかっ た知人
29
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60

11

後援会の﹁のぼり旗﹂ができました

11

そんな声もあって︑大垣
市委員会では写真のような
のぼり旗を作りました︒後
援会の名称の地域や団体の
部分は手書き 大(きく印刷し
た文字を移し書きします し)
ました︒
すべての後援会で︑各種
の行事を開催する際に多く
の支持者の方に気軽に参加
してもらえるようにこのの
ぼりの積極的な利用をお勧
めします︒
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