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東海ブロック
リモ

ート演説

会100%
の支

部で視聴会実施 
5月 15日

山下よしき

党副委員長

をメイン弁士に、東海ブロックのオンラ

イン演説会が行われました。東海4県で

2600ヶ所以上、3400人以上が同時視聴し

ました。昭天緑地区委員会では、全ての

支部で視聴会場を設定し、昭和区では16

人の党外の参加者とともに視聴会を行

いました。ご参加いただいた皆様ありが

とうございました。 

この演説会の動画は、YouTubeで視聴

できます。原稿執筆時点での再生回数は

21,807回です。ぜひご覧ください。「日

本共産党オンライン演説会 in 東海」で

検索するか、または左の QRコ

ードから視聴できます。 

2021年度後援会総会報告 

5月8日(土)午後1時30分～3時昭和生涯

学習センターにて後援会総会を開きま

した。佐藤会長は、市長選挙では知事リ

コール署名の不正に関して「ゴマかして

もバレなきゃいい」という河村氏の正体

がわかったのではないか。コロナ禍後の

日本で、消費税減税(共産党の5%に、の

主張よい！)、労働者の最低賃金1500円

にという要求を実現させていくこと必

要であると挨拶。椿野昭天緑地区委員長

のあいさつに続き柴田前市会議員は河

村氏率いる「減税日本」が、様々な不祥

事を起こしていること、民主主義のルー

ともがき 
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ルを守る議会にと、4党が結束した市長

選挙であったこと、総選挙での有権者比

10%の獲得で3議席を目指していこうと

呼びかけました。衆議院議員もとむら伸

子さんからはメッセージが届きました。 

議案討議では6つの後援会から発言が

ありました。会員・ともがき読者拡大の

経験交流、ともがきの記事を地域の身近

な話題を、それには会員が記事をもっと

提供していこう、宣伝活動は有効で、柴

田さんの演説に足を止める人も。市議席

奪還カンパも少しずつでも集めている、

赤旗の読者さんから毎回おつりをいた

だいているなど積極的な意見で議案が

深まりました。議案は役

員体制も含めて承認さ

れました。 

<2021年度行事等予定> 

11月23日(祝) 柿狩り 岐阜県 

2022年1月22日

(土) 

新春の

つどい 

時間・場所

未定 

4月2日(土) 総会・花見 

<会議・日程> 

世話人会議 

各地域・職場から 

第1水曜日 19時～

20時30分 

事務局会議 
第3水曜日 14時～

15時30分 
*いずれも柴田事務所にて 

<2021年度役員体制> 

会長 佐藤典生 

顧問 原山剛三 

事務局 
岸・江崎・木村・

三品・山田 
事務局メンバー募集！してます 

憲法施行

7 4 周 年市民のつどいに
参加

して 
5月3日憲法記

念日市民のつど

いが名古屋市公

会堂で開催され

ました。 

名古屋市弁護

士会井口弁護士から開会の挨拶があり、

黒川検事長の任期延長問題、学術会議の

菅首相による任命拒否問題、未曾有のコ

ロナ感染拡大を逆手に取った、感染防止

対策で、刑事罰を持ち込むなど人権侵害

が懸念される事が話されました。 

水島朝穂さんの講演では、憲法の誕生

秘話や、コロナの中で人権が脅かされて

いる事、他の国との比較(ドイツ等)で日

本のコロナ対策の際立った遅れ、戦争法

の策動、米中対決による平和の危機等を

話されました。 

次に元コントニュースペーパーの松

元ヒロさんによるスーパーライブが行

われ、憲法の誕生秘話や憲法フェスティ

バル、憲法の今後について語られました。

その中で松元さんの日本国憲法前文の

朗読は圧巻でした。 

続いて本秀紀さんによるまとめの挨

拶があり、会場に700名、リモートで150

名の参加であると語られ、今後様々な改

悪策動に団結して闘おうと話されまし

た。 松栄学区 小野仁美 
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柴田志さん(22) 

市民が主人公の

政 治 を つ く る市民
アクシ

ョ ン＠
愛

知3区 
5月9日八事イオン前で「市民が主人公

の政治をつくる市民アクション@愛知3

区」主催の街頭宣伝が60人の参加で行な

われました。政府のコロナ対策が不十分

で愛知県でも5月12日から「緊急事態宣

言」の発令が予定される中での訴えでし

た。 

総選挙が10月

までに必ず実施

される中で愛知3区では前回の選挙でも

野党共闘が実現しました。今回の総選挙

でも必ず野党共闘により議席を獲得す

ることが求められています。立憲民主党

の近藤昭一議員につづいて本村伸子議

員は、愛知県医労連が呼びかけた「♯看

護師の五輪派遣は困ります」のツイッタ

ーデモが日本中で大反響になっている

ことを報告。「これほど反響があったの

は国民が五輪よりもコロナ対策を望ん

でいるからです。命やくらしを軽視する

菅政権を代え、命を守る政治にしていき

ましょう」と訴えました。 

22歳の柴田志
のぞむ

さんは「私

たちがかかわらなくても、

上の世代が勝手に社会を

良い方向に変えてくれる

のではと思ってしまう。分

かるけど、それでは良くならないのです」

と訴え投票率の低い若者が動くことが

「社会を変えていく大きな力になるの

です。生きづらいと思うのは私たち自

身のせいであると言っても過言ではな

いと思います。どんな切り口でも良い

ので一人ひとりの独自の観点で、衆議院

選挙に参加してみましょう。国民一人ひ

とりの独自に平等に分け与えられてい

る政治への参加チケットを使ってみま

しょう!」と呼びかけました。 

「ともがき」配

りや赤旗集金は地域
の方

と 楽し

い会話・学び
の と

き  

手芸店を営む88歳のNさんの店内に

は彼女の手づくりセーター、帽子、ベス

トが山積にされています。大声を掛ける

と出てこられ「昨夜0:00頃まで共産党の

人の質問、聞いとったもんで」「この間

読んだよYさんだね」。私の顔をみるとそ

んな風に話しかけてくれ「今度デイケア

に行く時このチラシ持っていくね。こう

いうの読むの好きな人がいるもんで」と。 

テレビの「ぐっさん家」でも紹介され

た"下町のエジソン"Mさん。ともがきを
訴えるもとむら伸子衆院議員 左奥は近藤昭一衆院議員 
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手渡すと「ありがとう」。"遊具を一緒に

作ろう"と店先にコーナーが。バード、

コール、パズル、チャイム。毎回新作が!

私が感激して触らせてもらったり、やら

せてもらいます。東京で支援学級を担当

している娘さんの注文で、「カラーゴム

輪の模様づくり版」を何枚か作らねば！

と優しい子どもの遊びの応援団」。「コロ

ナで子どもと対面で遊べ

ないのが残念」とこぼして

見えました。 広路学区 Y 

市議選挙

まで２年市会議席奪還を必ず！ 
奪還募金にご協力ください！ 
市長選挙は現市長退陣にあと一歩と

迫る結果となりました。これから2年間

の活動で必ず共産党の市会議席を奪還

して、議会に民主主義の風をおこし、市

民のための市政が行われるよう取り組

んでいきましょう。そのための資金募金

を引き続き広く皆様に訴えます！  

ご協力お願いいた

します。 

後援会事務局 

毎

月第３土曜はスーパー前
宣

伝 
昭和後援会では

毎月第3土曜日に

スーパー前宣伝を

行なっています。高辻シャンピアポート

→西友御器所店→ヤマナカ安田通店→

バロー滝川店の順で実施しています。お

近くで参加できる時があったらぜひ来

てください。
 

昭和区

後援会街頭宣伝・署名
行動

予定 
※雨天中止です 

宣伝日 時間 場所 備考 

6/1（火） 
8:00～

8:30 

いりなか

駅 

早朝地下

鉄宣伝 

6/8（火） 
8:00～

8:30 
桜山駅 

早朝地下

鉄宣伝 

6/15（火） 
8:30～

9:00 

八事日赤

駅 

早朝地下

鉄宣伝 

6/19（土） 
11:00～

11:45 

西友御器

所店 

スーパー

前宣伝 

6/21（月） 
8:00～

8:30 
鶴舞駅 

東海ブロック

いっせい宣伝 

6/22（火） 
8:00～

8:30 
川名駅 

早朝地下

鉄宣伝 

6/29（火） 
8:00～

8:30 
御器所駅 

早朝地下

鉄宣伝 

〜〜〜 今後の予定 〜〜〜 
6/2(水) 

19:00～

20:30 

後援会 

世話人会議 

柴田たみお

事務所 

6/6(日) 昭

和区平和

行進 

10:15川名公園 集合・集会 

10:30出発→天神町公園 11:30

出発→12:15鶴舞公園流れ解散 

6/16(水) 

14:00～

15:30 

後援会 

事務局会議 

柴田たみお

事務所 

6/19(土) 

12:00～

13:00 

集団的自衛権の行

使に反対する昭和

区の会スタンディング 

御器所交

差点 

同15:30〜

17:30 

長内史子比例予定

候補と語るつどい 

ぴーぷるセミ

ナールーム 

6/20(日)  

東海ブロックキャラバ

ン宣伝(昭和区の時

間は後日案内) 

昭天緑地

区全域 
 


