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昭和

区 区民
ふれ

あい芸術祭
を鑑

賞  

2月4日(日)午後、昭和文化小劇場で、

昭和区区民ふれあい芸術祭が行われ、

柴田議員が一部分を鑑賞しました。 

昭和区を拠点に活動する21団体の

皆さんが出演し、小学生から高齢者

の方まで幅広い世代、合唱からダン

ス、民謡など幅広いジャンルの表現

が繰り広げられていました。客席は

ほぼ満席で、改めて昭和区の皆さん

の文化水準の高さを感じさせるもの

でした。生活に根ざした表現が、これ

からも大いに発展させて行けるとい

いですね。 

議運他都

市調査で浜松・横浜
を視

察  

1月25日(木)〜26日(金)、議会運営委

員会の他都市調査が行われ、党市議

団からは議会運営委員の江上、柴田、

くれまつ議員が参加して、政令指定

都市である浜松市と横浜市の議会運

営を視察しました。 

政令市としては後発の浜松市は、

最近まで本会議での個人質問は行わ

れておらず、代表質問しかなかった

ため、質問時間の配分も、片道だけの

指定しかされていません。今後、一問

一答形式を導入してゆくにあたって、

時間配分も往復で、という議論がさ

れているところだとのことでした。 

港町としても歴史の長い横浜市は、

現代的な建築と伝統的な建築が調和

した港の景観を形作っていました。 

議会改革にも積極的で、デザイン

を公募して制作した議会日程を広報

するポスターを地下鉄や公署などに

掲示するのにおよそ1200万円の予算

を執行しているとのことでした。 

議会を市民の身近なものとして感

じてもらう工夫が伺えました。 

いずれの議会も請願審査は受け付

けた議会の会期中に、議題と合わせ

て行なっているそうです。 

昭育

連 コマ大会に参加 

2月4日(日)昭和区役所講堂にて、昭

和区留守家庭児童育成連絡協議会

（昭育連）主催の「第35回昭和区学童

保育伝承遊びとコマ競技会」が開催

され、柴田議員も開会式に登壇しま

した。 

コマ大会は昭和区内の昭育連加盟

の学童保育所に通う児童・指導員・父

母が集まり、会場はギッシリ満員で

熱気にあふれます。午前は、コマを回

す時間の長さを競う長生きゴマ、昼

休みには綱渡りなどの技披露、午後

は1対1で回転するコマをぶつけ合う

ケンカゴマが闘われました。 

長生きゴマの成績をリアルタイム

にプロジェクターで表示するシステ
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ムは、柴田議員が昭育連会長を務め

ていた約10年以上前に構築したもの

が今も使用されています。 

残念なことに、講堂の調光機が故

障しており、客席を含めた全体の照

明ON/OFFしかできない状態になっ

てしまっていて、せっかくの成績表

示が、照明が邪魔でよく見えない状

態になっていました。 

さらに

舞台下手

袖では雨

漏りもし

ており、

早急な対

応が必要

です。 

 

安倍9条改憲NO! 

3 0 0 0万人署名集会
にご参

加 を 

2月10日(土)午後1時～3時、昭和生

涯学習センターにて、集団的自衛権

の行使を憲法に書き込む安倍政権に

よる改憲を許さないための全国統一

署名を集める「いのちを守る署名 

昭和区市民アクション」主催の「私の

願いをかなえる♪いのちを守る署名

ステップ集会」が開催されます。 

見崎徳弘さん(あいち九条の会 代

表世話人)を講師に、北朝鮮のことな

ど、署名をすすめる為の時事問題、

“そこが知りたい”学習、クイズ、若

者企画など楽しい企画を用意されて

いるそうです。ぜひ誘い合わせてご

参加ください。 

 

 

 

第33回：国際宇宙ステーションを見よう 

国際宇宙ステ

ーション(ISS)は、

地上約 400キロメ

ートル上空に建

設された巨大な有人施設で、米国・ロシ

ア・欧州・カナダなど世界 15 ヶ国が参

加する国際協力プロジェクトです。日本

はその一部となる「きぼう」日本実験棟

を開発し参加。「きぼう」は 2007 年から

組み立て、10 年にわたって実験・研究が

行われています。現在は、金井宣茂宇宙

飛行士の ISS長期滞在が 1か月を超えた

ところで、アルツハイマー病発症メカニ

ズムを知る鍵の一つ「アミロイド線維」

の形成機構を調べる宇宙実験が終了し

たとのこと。金井宇宙飛行士のツイッタ

ーでは日々の実験・生活の様子や、上空

からの地球の写真などをリアルタイム

に読むことができます。(@Astro_Kanai) 

ISS は約 90 分で地球を一周していま

すが、ISS に日が当たっていて、地上は

夜になっているタイミング（右図）で名

古屋上空を通過するとき、光る点が通っ

てゆく様子を肉眼で見ることができま

す。2月は12日と 13日に見頃が来ます。

下表は原稿執筆時点で JAXAが公表して

いるデータですが、ISS は頻繁に軌道修

正を行っているので、実際はズレるかも

しれません。詳しくは名古屋市科学館の

サイト→科学について調べる→天文情

報→ISS 通過予報でご確認ください。 

ISS の中では真の国際平和が実現して

います。宇宙飛行士の活動に思いをはせ

てみるのも楽しいですね。 

協力弁護士と初回無料で法律相

談ができます【予約制・30分】 

第２金曜日：午後 2 時〜4 時 

緊急の場合などご相談下さい 

3 月 9 日(金)午後 2 時～4時 

4 月 13日(金)午後 2時～4時 

 

無料法律相談のご案内 
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予約℡：

日付 
見え始め 最大仰角 見え終わり 

時刻 方位 仰角 時刻 方位 仰角 時刻 方位 仰角 

2018/02/12 18:55:00 北西 13° 18:58:00 南南西 69° 18:58:30 南南東 50° 

2018/02/13 18:02:30 北西 11° 18:05:30 北東 51° 18:08:30 東南東 11° 

 

ISS に結合された「きぼう」日本実験棟(JAXA Web サイトより) 

ISS 全景 (Wikipedia より) 

1/22 金井宇宙飛行士が ISS から撮影した名古屋(twitter より) 

(名古屋市科学館 Web サイトより) 


