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「ほっと戸塚」も参加 子どもたちに大好評でした

……………………………………………………………………………………………………………

七夕・遊山箱ラリー

戸塚東口商店会

要求が実現しました

(写真上から) 柏尾川吉倉橋のたもとの植栽
が伸び放題でしたが、きれいに手入れされま
した。上倉田町 2006 番地付近の交通安全対
策として、路面に「速度おとせ」
「スクールゾ
ーン」など表示されました。

子どもたちで大賑わいの「ほっと戸塚」 （上から）楽しい飾り付けをし
た遊山箱 輪投げで遊ぶ子どもたち 七夕短冊に願いごとを書く子どもたち
戸塚東口商店会＆とつか宿駅前商
店会同時開催の「七夕遊山箱」ラリー
が 7 月 7 日の七夕の日に開催され、
「ほ
っと戸塚」も戸塚東口商店会の会員と
して初参加しました。
かわいい遊山箱を持った親子連れ
が続々訪れ、お菓子や竹とんぼ、ヨー
ヨーなどのプレゼントを受け取った
子どもたちが、輪投げで遊んだり、短

冊に願いごとを書いて笹につるした
りして楽しんでいました。83 組の親子
連れが訪れ、一日中賑わいました。
「次回もぜひやってください」とお
願いされるなど「ほっと戸塚」ならで
はの企画が大好評でした。
「遊山箱ラ
リー」は年３回おこなわれ、次回は「ハ
ロウィン遊山箱」が秋に予定されてい
ます。

現地調査する岩崎議員

(写真左から) 原宿町の市道の植栽と街路
樹整備
柏尾町の急階段の危険防止対策

◆ フリートーク広場 ◆
8 月 18 日（土）午後 1 時～

９月２日（日） ９月３日（月）
参加費（当日、車内で）
大人 6,500 円
小学生 5,000 円

甲州・牧丘の巨峰の里へ 貸し切りバス

民主党野田政権の暴走ストップ!！
なんでも街頭相談と同時進行

でぶどう狩り。昼食は西沢渓谷入口のペン
ションで、お風呂にも入ってのんびり

昼食・巨峰２㌔お土産付
入浴できます（タオルご用
意ください）
。
申し込みは「ほっと戸塚」へ

◆無料法律相談◆

戸塚駅西口ペデストリアンデッキ

出発場所・時間（2 日とも）
戸塚駅東口（大踏切） ６時 45 分
東戸塚駅（コナカ前） ７時 00 分

◆８月の早朝駅前宣伝 ◆
東戸塚駅
1 日 29 日
戸塚駅東口
8 日 22 日
戸塚駅西口
毎週金曜日
各駅とも朝 7 時～８時
短時間でもぜひご協力ください。

7 月 18 日（水）18:30～ 「ほっと戸塚」にて 要事前予約 協力：横浜みなみ法律事務所

◆なんでも相談◆ 常時受付けています

弁護士・税理士・社会保険労務士・看護師・建築士など専門家スタッフの協力があります。
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党創立 90 周年

戸塚区の共産党と後援会の歩み
「国民の苦難軽減」の立党の精神で
日本初の通常路線運行深夜バス(戸塚駅－いちょう団地)（1972 年）
東海道線戸塚駅停車実現（1980 年）
戸塚駅西口再開発 ｢身の丈に応じた」計画に見直し実現
「なんでも相談」活動、毎週打ち合わせ、毎月交渉

選挙戦

「後進」から「先進」へ

1972 年総選挙

市内トップの得票率で勝利に貢献

1975 年地方選

ゼロから県議 1 市議 2 政令市新記録

現在も続く全国一歴史のある宣伝活動
1970 年６月～

定時定点宣伝 毎週金曜日戸塚駅西口

1971 年 4 月～

選挙開票日翌日の選挙結果報告活動

大盛況に開催

危険地域多く 災害に弱い横

（写真右）シンポジウム参加者とパネリストとして発言す
る岩崎ひろし市議（手前から３人目）＝14 日 横浜市内
日本共産党横浜市議団は
７月 14 日、東京大学地震予
知センター長の平田直教授
を講師に迎え、「横浜の防災
を考えるシンポジウム」を開
催しました。岩崎議員はパネ
リストとして報告しました。
平田氏は南関東で M７程
度の地震が今後 30 年以内に
発生する確率が 70%と予測

され、「地震は避けられない
が、備えがあれば災害は避け
られる」と述べました。
岩崎議員は、横浜駅周辺、
木造住宅密集地区、盛土造成
地や急斜面地、石油コンビナ
ート、横須賀の原子力空母な
ど、横浜市が災害に弱いこと
を告発、議会で改善方法を示
してきたと報告しました。

………………………………………………………………………………

横浜の防災を考えるシンポジウム

戸塚区後援会主催の党創立 90 年納涼祭が７月 22
日、140 人の参加でおこなわれ、明るく元気に、総
選挙勝利を誓い合いました。（写真下中は指人形）
……………………………………………………

（写真）
「原発ゼロの日本を」
「子どもたちを守れ」会
場は参加者で埋めつくされました＝16 日午後１時
03 分、東京・代々木公園
真夏の日差しに照りつ
けられた東京・代々木公
園。「原発いらない！」の
熱気があふれました。世界
的音楽家の坂本龍一さん、
ノーベル賞作家の大江健
三郎さんら著名９氏が呼
びかけた「さようなら原発
10 万人集会」(７月 16 日）.
幼い子を連れた若い夫婦
や白いタオルを首にかけ

…………………………… 「ほっと戸塚」からお知らせ

1 日 22 日 29 日
午後６時から７時半
会

場 社会福祉協議会
フレンズ戸塚

問合せは「ほっと戸塚」へ

9 月 8 日（土）
午後２時～3 時 30 分

「ほっと戸塚」
会費 300 円。初参加大歓迎

８月はお休みします

15
FM

●「ゴミスポ」で汗掻き

8 月度の相談会

みんなで歌う会

……………………………

戸塚町・八坂神社祭の翌日
の 日 、 戸塚 主催 の「ス
ポーツゴミ拾い大会」に、上
倉田町西町内会チームの一
員として、岩崎さんと「ほっ
と戸塚」のメンバーが参加し
汗をかきました。
約２００人が参加して戸
塚駅西口から八坂神社まで
の間を１時間、ゴミを拾い、
約２００㌔集めました。「ほ
っと戸塚」のメンバーは柏尾
川沿いのゴミを拾いました。
来年もやります。

横浜南クレサラネット

たお年寄りなど約 17 万人
が会場とその周辺を埋め
つくしました。原発集会と
しては過去最大規模です。
戸塚区からも戸塚駅に
集合して会場に向かいま
した。午後１時過ぎに３コ
ースに分かれて出発した
パレード。戸塚区の人たち
が新宿駅に着いたのは７
時を回っていました。

