
メ ー ル マ ガ ジ ン に ご 登 録 を	 
	 市会議員柴田民雄の活動状況を直接お手元に

お届けするメールマガジンを不定期発行してい

ます。 
	 登録方法は、右下の QRコードを読み取って表
示 さ れ る メ ー ル ア ド レ ス ( 手 打 ち で 
mtouroku@tamio.jcpweb.net でも可)に空メー
ルを送るだけ！簡単です。なお、メルマガの送信

元はmmaga@tamio.jcpweb.net です。ここから
のメールを拒否してしまわないように、迷惑メー

ル対策にご注意ください。 
	 登録したのに送られてこない 
場合は shibata@tamio.jcpweb.net 
までお問い合わせください。 

8 月 11 日(火)九州電力の川内原発(鹿児

島県)が再稼働されました。1年 11ヶ月続
いていた原発ゼロに終止符が打たれてし

まいました。 

川内原発は重要免震棟の建設も間に合

っておらず、避難計画も不透明なままで

あり、地元住民の多くが再稼動に反対し

ています。現在噴火警戒レベル 4で大規
模噴火の恐れもある桜島から 40kmとい
う近さであることなど、特に活発な火山

の集中する九州で原発を稼働させること

の危険性は、なんら解消されていません。 
また、私たちの地元の中部電力も、浜

岡原発の再稼働を目論んでいます。一日

も早く再稼働にストップをかけ、再び原

発ゼロの日本を取り戻し、すべての原発

を廃炉にするまで頑張りましょう。 

集団的自衛権行使に反対する昭和区

の会主催で、8 月 24 日(月)18:30～昭和
区高齢者就業支援センター5F 大会議室に
て、南山大学法学教授菅原真氏による「安

保関連法案はなぜ違憲か」と題して講演が

行われます。資料代 300円が必要です。 

8月 30日(日)16:00～川名公園で集会と
パレード（デモ行進）も行われます。どち

らもぜひご参加を！前回 7/20の 320人を

大きく上回る人数で成功させましょう! 
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丸栄スカイル前で市民と抗議の訴えをする岡田ゆ

きこ市議、すやま初美参院予定候補、わしの恵子県

議、私、このあと西山市議も参加しました	 

憲法

学者菅原真氏講演九州

電力川内
せんだい

原発の

再稼働に怒り！  



8月 24日(月)と 29日(土)の 2日、戦争
法案反対緊急キャラバン宣伝を行います。

声援などご支援ご協力をよろしくお願い

します。 

8月 24日(月) 
時間	 場所	 

7:30〜8:30 金山駅北口 
8:45〜8:55 鶴舞駅前 
9:00〜9:10 東郊通 2交差点 
9:15〜9:25 荒畑駅 
9:30〜9:40 御器所 4ファミマ前 

9:50〜10:00 高辻交差点 
10:05〜10:15 高辻シャンピア 
10:20〜10:30 滝子交差点 
10:35〜10:45 桜山交差点 
10:50〜11:00 吹上 K’s電気前 
11:10〜11:20 川名駅 
11:25〜11:35 ヤマナカ安田通店前 
11:40〜11:50 西友御器所店前 
13:05〜13:15 いりなか駅前 
13:20〜13:30 八事興正寺前 
13:35〜13:45 八事交差点北 
13:50〜14:00 八事日赤駅前 
14:05〜14:15 川名山町セブンイレブン 
14:20〜14:30 山花町タチヤ裏 
14:35〜14:45 川原通昭和土木事務所前 
14:50〜15:00 壇渓通 4ファミマ前 
15:05〜15:15 藤成通 5セブンイレブン 
15:20〜15:30 県営菊園住宅前 
15:35〜15:45 市営菊園荘前 
15:50〜16:00 陶生町 2留学生会館前 
16:05〜16:15 桜山町 3ちゅらや〜前 
16:20〜16:30 御器所駅 1番出口前 
16:35〜16:45 曙町 3セブンイレブン 
16:50〜17:00 市営雪見荘前 
17:05〜17:15 市営北山荘前 
17:25〜17:30 柴田民雄事務所前 
8月 29日(土) 

時間 場所 
8:05〜8:15 川名駅前 
8:20〜8:30 いりなか駅前 
8:35〜8:45 広路町成田宅前 
8:50〜9:00 広路町神戸屋前 
9:05〜9:15 八事興正寺前 
9:20〜9:30 八事交差点北 
9:35〜9:45 八事富士見徳林寺東 

9:50〜10:00 ライオンズ八事ガーデン東 
10:05〜10:15 ライオンズ八事ガーデン西 
10:20〜10:30 八事ハウジング前 
10:35〜10:45 川名山町セブンイレブン 
10:50〜11:00 いりなかスカイタウン西 
11:05〜11:15 滝川西公園前 
11:20〜11:30 前山郵便局前 
11:35〜11:45 アトレ田面町東 
11:50〜12:00 神村町斉藤宅前 
13:20〜13:30 折戸町 5武藤宅前 
13:35〜13:45 ヤマナカ安田通店 

13:50〜14:00 川原神社東 
14:05〜14:15 塩付通 2交差点北 
14:20〜14:30 西友御器所店前 
14:35〜14:45 御器所交差点南 
14:50〜15:00 池内わらべ保育園前 
15:05〜15:15 市営松風荘北 
15:20〜15:30 石仏郵便局前 
15:35〜15:45 ありんこ作業所前 
15:50〜16:00 松栄学童前 
17:20〜17:30 川名駅前 
17:35〜17:45 川名山町 1ライオンズ前 
17:50〜18:00 花見通 2交差点西 
18:05〜18:15 松栄消防団詰め所前 
18:20〜18:30 向陽高校南付近 
18:35〜18:45 滝子町 21榊山宅前 
18:50〜19:00 御器所 3丁目三角公園 
19:05〜19:15 荒畑駅前 
19:20〜19:30 桜花高校南 
19:35〜19:45 八幡山古墳南 
19:50〜20:00 鶴舞駅前 
※時間はおおよその目安です。予定は変更

になることがあります。ご了承ください。 

 
8 月 20 日(木)～23 日(日)10:00〜18:00 

(最終日は 15:00終了)、実行委員会主催の
「2015 あいち平和のための戦争展」が名

古屋市公会堂 4Fホールで開催されていま
す。入場料は一般 500 円、高校生以下障
がい者は無料です。ぜひご参加ください。 

[8/20(木)10:00～]オープニング企画ぞうれ
っしゃ合唱団による歌 
[8/21(金)11:00～]戦後 70 年特別講演「安

保法制と 70 年談話・安倍政権の暴走政治

を読み解く」長峯信彦愛知大学教授 
戦争証言	 

[8/20(木)16:30~]帰ってきた日章旗	 還ら
ぬ人たち（あいち平和遺族会）	 

激戦地パラオ共和国ペリリュー島で父

を失った青木さんのもとに父の遺品が届

きます。再び戦争で遺族をつくるなの思い

をお話しします。 

[8/23(日)11:00～]ボクラ少国民、勝利ノ日
マデ（名古屋・学童疎開を記録する会） 
国の政策によって農村部へ疎開させら

れ、家族と離ればなれになった子どもたち

の実態をお話しいただきます。 
[8/23(日)12:15～]愛知県在住者による被

爆体験（愛友会） 
広島と長崎に原爆が投下され 70年目の

夏を迎えます。今もなお放射能被害によっ

て心と身体を蝕まれている被爆者の体験

を聞きます。 
中高生による平和のメッセージ発信	 

[8/20(木)13:30~]ピースステージ「戦後 70
年平和企画の取り組み」(桜丘高校生徒平
和委員会) 

常設展示「風化するとき戦争がはじまる」

(金城学院中学) 
中国との平和交流	 

[8/21(金)15:30~]「岸信介は『満州』国で
何をしたのか」(偽満皇宮博物館副院長)	 
安倍首相の祖父岸信介は、侵略戦争時に

中国で何を行ってきたのか？を語ります。 
展示の見どころ	 

◆真宗大谷派・東別院「仏教の戦争協力」 

◆春日井空襲 
◆愛知・戦災・空襲死者名簿	 など 

柴田たみお事務所にて、提携弁護士と初回

無料で法律相談ができます。	 

相続・金銭トラブル・裁判など、お気軽に

ご相談ください【予約制・30 分】	 

l 第２金曜日：午後 2時〜4時 
l 第４火曜日：午後 6時〜8時 
8 月 25 日(火)午後 6時〜8時	 

9 月 11 日(金)午後 2時〜4時	 

9月 22日(火)はお休みです 
電話：052-858-3255	 にご予約ください!	 

※生活相談は随時受け付けています	 
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（事務所の駐車場はありませんが、東隣に名鉄協商コ
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