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戸塚区役所(3F) 多目的スペース大

あいさつ

比例は 「日本共産党」
参議院

「岩崎ひろし事務所」
も加盟している戸塚東
口商店会が、年３回おこなっている「遊山
箱」
。子ども達が手作りの「遊山箱」をもっ
て、戸塚区役所を振り出しに、商店会加盟店
をまわり、プレゼントをゲット。
「遊山箱」
は事前にお買い求めください。詳しくは「ほ
っと戸塚」へ。

すすめるパンフレットを作
成しました。
ご一読いただき日本共産
党の一員となって社会の進
歩をめざす新しい人生の一
歩を踏み出してくださるこ
とを心からよびかけます。
連絡をいただければ、パン
フレットをお届けいたしま
す。

心に協議されました。
私は、
「東戸塚小学校オヤ
ジの会」から代理出席ができ
たため、会議の様子を知るこ
とができました。
当事務所は毎月行ってい
る申入れ（第７０回２０１７
年７月２８日付）に要望を反
映させて関係機関の対応を
求めました。
関係機関は、
「改善できる
課題から、順次行う」とのこ
とでした。
土木事務所の対応で、旧吉
倉橋人道橋東側階段付近の
交差点の「路面表示の標識」
が改修され、安全性が向上、
改善しました。

遊山箱をもって商店会を歩こう

日本共産党は、安倍政権を
追いつめる国会論戦・９条改
憲阻止の「３０００万人署
名」のとりくみ、道理にたっ
た外交活動などさまざまな
分野で重要な役割を果たし
ています。これらの活動を来
年の「参院選選挙・統一地方
選挙躍進」に実らせる為に６
月１１日から９月３０日ま
で党勢拡大特別月間にとり
くみます。
「しんぶん赤旗」の読者、
「ほっと戸塚」ニュースをお
読みのみなさん、ご協力よろ
しくお願い致します。
日本共産党への入党をお

東戸塚小学校のスクール
ゾーン区域内には、小学生の
通学路に危険な個所がいく
つもあります。
スークルゾーン協議会や
関係地域の町内会・自治会か
ら、安全対策の要望が、繰り
返し上がっていました。
２０１７年６月のスクー
ルゾーン協議会でこの問題
が話し合われました。
協議会を構成するのは、学
校関係者、ＰＴＡ、区役所、
土木事務所、戸塚警察署など
で、関係者が揃う会議です。
安全対策の必要な個所ご
とに調査チームがつくられ、
それぞれから報告があり、熱

参議院 比例 予定候補
参議院 神奈川 予定候補
市会議員
etc

・しいば寿幸
・あさか由香
・岩崎ひろし
☆うた・踊り

7 月 7 日(土)10:00～15:00

7 月 28 日（土）
18：15 ～ 会費 800 円

改善後： 2018 年 6 月 13 日撮影

様
日本共産党戸塚区後援会ニュース 【部内資料】

新しい『入党のよびかけ』
（
「激動の時代に歴
史をつくる生き方を——あなたの入党を心
からよびかけます」
）のカラーパンフレット
（Ａ５判２０ページ）ができました。

改善前： 2017 年 7 月 18 日撮影

日本共産党創立 96 周年記念

◆無料法律相談◆ 7 月 18 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◆ 「ほっと戸塚」で常時受付けています。お気軽にご相談ください。

会議員の市政報告、高宮み
ち子泉区市会予定候補、植
木まりこ栄区市会予定候補
の決意表明に続いて、田村
智子党副委員長・参議院議
員が約１時間に渡って講演
しました。
講演では、安倍政権打倒
へ市民と野党の共闘を広
げ、日本共産党を強く大き
くして欲しいと、「国民主役
の経済政策」
「外交」
「未来
社会」などについて、自身
の体験をふくめ綱領の立場
を詳しく語り、節々で「そ
のとおり」の相槌や共感の
拍手が会場に響きました。

１９日宣伝
（ 革新 懇 ）

福島第一原発事故から
７年３ヶ月、６月１１日戸
塚駅西口地下において、参
加者５名で「原発ゼロ」署
名活動を行い、２５筆集ま
りました。

１１日宣伝 原発ゼロに

(写真)「５区市民の会」
石井あさみさんの激励 (写真)市政報告する岩
あいさつ
崎ひろし市会議員

６月１９日戸塚駅西口
地下で参加者４名で、安倍
九条改憲ＮＯ署名３３筆集
まりました。

■新婦人内後援会
６月７日
７名
■舞岡後援会
６月１０日
１２名

つどい

地
域
後
援
会

舞岡後援会のつどい

■汲沢後援会
５月２７日
１０名
■平戸後援会
６月１３日
４名
岩崎議員をむかえて健康・
介護などを語り合いました。
■平和台後援会
６月１６日
５名

話題の歌も練習します
会費 300 円。初参加大歓迎

7 月 21 日（土）午後１時
東戸塚駅
11 日・25 日
戸塚駅西口ペデストリアンデッキ
戸塚駅東口 4 日・18 日
安倍政権打倒！
憲法守る政治つくろう！ 戸塚駅西口 6 日・13 日
・20 日・27 日
あなたの声
(各駅とも朝 7 時～８時)
あなたの想いを語ろう！

7 月 21 日（土）
午後２時～3 時 30 分
「ほっと戸塚」にて

6 月 20 日現在

21,884 筆

作家の瀬戸内寂聴さんやノーベル賞受賞者の
益川敏英さんら１９人の呼びかけで、「『安倍９
条改憲NO！』の署名を３０００万人分集めよう」
「９条改憲の国会発議をやめさよう」という運動
です。
日本共産党も幅広いみなさんと協力して、草の
根で署名を集めています。ぜひご協力ください。

４００人超の
熱気
来年の参院選、県・市議
選の躍進めざし、２２日、
田村智子副委員長を迎えた
日本共産党演説会（さくら
プラザホール）は会場一杯
の４００人超の参加者で熱
気に包まれました。
最初に、あさか由香参議
院神奈川選挙区予定候補、
しいば寿幸参議院比例予定
候補の決意表明、５区市民
の会の石井あさみさんの激
励あいさつ、来年の参院選、
統一地方選挙へのカンパの
訴えに続き、岩崎ひろし市

（写真）田村智子党副委員長・
参議院議員を迎えての演説会＝
６月２２日、さくらプラザホー
ル

7 月の早朝駅頭宣伝

◆フリートーク広場◆

みんなで歌う会
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日本共産党戸塚区後援会ニュース
2018 年 7 月

『安倍９条改憲ＮＯ！ 憲法を生かす全国統一署名』にご協力をお願いします。

