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戸塚駅西口再開発事業が完
了し、区役所も新庁舎に変わ
り、戸塚駅西口地域は大きく変
化が起こっています。
「区役所
の入り口が分かりにくい」
、
「タ
クシー乗り場に行きにくい」な
ど、
「利用勝手が悪い」との声
が多く聞かれます。
商業者からは、入居店舗、周
辺店舗とも再開発完了したに
もかかわらず、
「営業が苦しい」
との声が多数聞かれます。
また、旧・区役所周辺からは
「人の流れが激減して商売が
やっていけない」
、
「街の活力が
なくなった」など切実な声が上
がっています。
岩崎ひろし事務所では、こう
した声を区役所に伝え、市・区
役所として、再開発事業が完了
した戸塚駅西口地域の現状及
び街の声を正確に掌握するこ
とを申し入れました。

５月の地域要求から

５月 13 日、平和行進が戸塚区に入りました。地下鉄立場駅から原宿交差点
を経由して JR 本郷台駅まで行進、２３０人が参加しました。写真は深谷通信
基地前を通過する平和行進。左下は、いっしょに行進する岩崎ひろし市会議員

６月 13 日（木）
午後 7 時 開会

横浜文化体育館
JR・地下鉄 関内駅下車 10 分

戸塚区の各地域から直通バス
裏面に運行コースと時刻表があります。

〝自共対決〟こそ真の対決軸＝安倍内閣に正
面から立ち向かう日本共産党。４月 18 日に福岡
市から始まった志位和夫委員長の参院選勝利を
めざす党首全国遊説。いよいよ、横浜で。

◆無料法律相談◆

要望の現地調査
左から 通学路の安全対策の用地確保
とグリーンベルト(戸塚町)。狭嗌道路の
安全対策と改修(戸塚町)。 公衆電話と
郵便ポスト設置(汲沢町)。

●お話

◆フリートーク広場◆
6 月 15 日（土）午後 1 時～

志位和夫

戸塚駅西口ペデストリアンデッキ

党委員長
衆議院議員

安倍政権の暴走ストップ!！

小池 晃
党副委員長
元参議院議員
参院比例代表予
定候補

はたの君枝
元参議院議員
神奈川選挙区予
定候補

なんでも街頭相談同時進行

◆６月の早朝駅前宣伝◆
東戸塚駅
5 19 日
戸塚駅東口
12 26 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。

6 月 19 日（水）18:30～ 事前予約が必要です。協力：横浜みなみ法律事務所

◆なんでも相談◆ 常時受付け

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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6・13 横浜文化体育館

行
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直行バス

①原宿・大正・ドリーム方面……連絡先 加藤宜利 090-1259-7752
ドリームハイツ（17：15）→ 集会所前（17：17）→ 横浜銀行前（17：
20）→ 大正地区センター入口（17：25）→ バス停山王（17：40）
②戸塚町方面……連絡先 角坂美枝 080-5512-5083
日の出橋（17：00）→ 戸塚診療所前（17：10）
③倉田方面……連絡先 沢中正也 090-6162-3368
紳士服コナカ前（アピタの反対側）（17：15 集合 17：30 出発）

はたの君 枝

⑤東戸塚方面……連絡先 「ほっと戸塚」865-0074
下岡津（17：30）→ 上矢部（17：35）→ポーラ前（17：40）→
東戸塚駅前コナカ（17：45）→坂下口（17：55）→山谷（18：00）
→平和台（18：05）

福島県浪江町議選
4 月 21 日投開票された浪江
町議選で日本共産党の馬場績
さんがトップで８期目の当選
を勝ちとりました。
定数 4 減の 16 議席を 23 人
で争う大激戦。全町避難後初の
町議選で投票率は 53.81%と前
回を 24.36%下回りました。そ
の中で馬場さんは得票数、得票
率とも前回より伸ばしました。
選挙戦は困難を極めました。
浪江町有権者は県内仮設 33 ヵ
所 4500 人、
借り上げ住宅 9500
人、そのほか 7500 人が県外に
避難。その上に個人情報保護法
が壁になり、五里霧中の選挙戦
でした。
しかし、「あなたに頼む」と

いうお母さんたち、演説を妨害
する人を馬場さんへの声援や
拍手で追い返してくれた仮設
の人たち、沖縄まで電話で支持
を広げてくれた支持者の方々
に支えられて選挙戦をたたか
いぬきました。
馬場さんは、2012 年の戸塚
区後援会主催の「新春のつど
い」に参加され、原発事故によ
る悲惨な現状とともに、復興に
向かってがんばる浪江町のみ
なさんのたたかいを報告され
ました。
馬場さんは、「オール浪江」
で政府と東京電力を動かし、責
任を果たさせるために、力を尽
くす決意を新たにしています。

…………………………………………………………………………

原発事故で全町避難区域の

5 日 12 日 19 日
午後６時から７時半
会場

みんなで歌う会
6 月 8 日（土）
午後２時～3 時 30 分

社会福祉協議会

「ほっと戸塚」にて

フレンズ戸塚

会費 300 円。初参加大歓迎

問合せは「ほっと戸塚」へ

さわやかに歌いましょう

日本共産党

６月 14 日告示 23 日投票

自民党は都議選と参院選を一体のものと
してたたかうようハッパをかけています。
前回第一党になった民主党の関係者は「支
持率も調査のたびに最低を更新する状況
で、存在感が全くない」と自嘲気味。日本
維新の会やみんなの党も、橋下徹「維新の
会」共同代表の「慰安婦は必要」発言で大
混乱。
「二大政党の政権選択」のもとでの前
回の都議選とも、
「第三極」が騒がれた昨年
の総選挙ともまるで様相が違う選挙となっ
ています。自民党と共産党だけが 42 の全
選挙区で候補者を擁立、すべての選挙区で
「自共対決」が軸となっています。
しかも、共産党以外は石原慎太郎前知事
の後継を標ぼうする猪瀬直樹知事の与党の
立場を鮮明にしています。いま、共産党の
動向が注目されています。

●東京のお知り合いに共産党候補
者への支持をひろげてください

……………………………

宣伝カーを新調

6 月度の相談会

比例代表選挙

都議選〝自共対決〟に

…………………………… 岩崎ひろし事務所からお知らせ

横浜南クレサラネット

参院選挙では
２回投票します

選挙区選挙

④舞岡方面……連絡先 宮崎猷三 821-2361
舞岡台バス停付近（17：20 集合 17：30 出発）

戸塚のつどいに参加の
馬場さんがトップ当選

参院選挙
投票の仕方

