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ご参加

ください街角ウォッチング 
11/6(日)10:00〜12:00、昭和区

内の街の様子を観察し、市民要

求につながる問題点などを発

見しようという企画「昭和区街角ウォッ

チング」を行います。10:00に昭和郵便局

前に集合し、徒歩で観察しながら12:00に

御器所で解散します。是非ご参加くださ

い。 (前市会議員 柴田民雄) 

1922年 (大正11年)7月15日創立 

「100年のわが党の歴史は、この党ととも

に社会進歩の道を歩んだ多くの先輩たちの

奮闘、この党をさまざまな形で支援してく

ださった多くの国民のみなさんによって支

えられたものであり、私は、そのすべてに心

からの敬意と感謝をのべるものでありま

す。」「いくつかのメディアから、『なぜ100年

間続いたのか』という質問が寄せられまし

た。」「私は、この問いに対して、日本共産党

の100年を貫く三つの特質をあげたいと思

います。1.どんな困難なもとでも国民を裏切

らず、社会進歩の大義を貫く不屈性 2.科学

的社会主義を土台にした自己改革の努力 

3.国民との共同 統一戦線で政治を変える

という姿勢を貫く」「こ

の特質を“次の100年”

を展望しても貫き、発展

させていく決意をのべ

るものです。」(100周年

記念講演にて志位和夫氏) 

後援会員さんからの記念講演の感想です。 

戦前戦後を通じ、社会の矛盾に目を向け

行動続けて来た結果が今日につながってい

ると思います。私は60年安保の頃は小学6年

で家のテレビでジグザグデモの様子を見、

70年安保の時は、広小路でデモをしていた。

安保条約の締結により日本は増々アメリカ

言いなりになり今日に至っている。今年は

沖縄返還50周年で多くの映像が流れ高校生

が自分の意見を述べていた。「多数決は少数

意見も取り入れるから成り立つ」忘れられ

ない言葉だ。「70年代の遅くない時期に民主

連合政府を作ろう」という言葉を聞いたと

きはワクワクし、共産党の国会議員も42名

を数え、東京・大阪・京都で革新知事が、名

古屋では本山革新市長が誕生した。統一戦

線も広がりを見せるかと思われたが、選挙

制度が中選挙区制から小選挙区制に変えら

れ(多数党が有利)議席数が減少した。だが、

正しいことを言い続ける共産党のエネルギ

ーを次世代へと受け渡していきたい！と切

に思っている。 (村雲学区 K.S.) 
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介護費用負担大変 
利用料を払えない人は、介護保
険料支払っても利用を控える？ 
岸田内閣が2月から始めた、看護や介護の

職員の処遇改善補助金（看護職員等処

遇改善事業）が9月末で終了し、10月か

らは、診療・介護報酬の上乗せを財源

に処遇改善加算をする形に切り替えら

れました。その結果、患者や介護保険利用者

の自己負担分が増加しました。 

要介護5、1割負担の92歳の母は4つの事業

所とショートステイを利用しています。10

月分の支払いはショートステイ7日間を含

め84,165円、オムツ、アルコール消毒、手袋

等の保健衛生費15,000円、2倍にはね上がっ

た電気代、1.5倍になった水道代やガス代な

ど合わせるとゆうに13万をこえてしまいま

す。遺族年金と母の年金だけでは足りず、父

が残してくれた貯金をとりくずしながらで

す。改めて介護費用の高さにびっくりです。

使いたくても使えない人が沢山いるのでは

と胸がいたみます。 

物価が上がっているときに

医療費をあげる、年金を下げるの

に消費税は下げない。社会保障を

切り捨てる一方で軍事費は財源も

はっきりさせず2倍化に、沖縄辺野

古の埋め立て、国葬等なにも生み

出さず壊すものにどんどん税金を

つぎ込むこと許せません。税金は

必死でいきようとしている人のた

めに使ってほしいです。 

       （鶴舞学区 Y.E.） 

～貧困な保育所の最低基準の改善を求め
て署名活動に取り組んでいます～ 

この夏の保育所現場はコロナの感

染拡大に伴い保育士不足で大変でし

た。例年なら交替で取り合う夏季休暇

も思うようには取れず、猛暑の中も相

変わらずマスク越しの保育で疲労困憊の

日々、それでも目の前の子ども達への保育

は手を抜くことはできません。 

昨今、保育所を取り巻く子どもの事故も

耳にする中、コロナ禍に関わらず、保育園の

職員配置などの基準の低さは深刻です。1歳

児は1人の保育士に子ども6人、3歳児は20人、

4, 5歳児は30人という基準です。昭和23年に

つくられた基準で75年間も変わっていませ

ん。この世界的にも遅れた基準を変えよう

と、「もう一人保育士を！」の運動が愛知の

実行委員会から始まり、全国にも広がって

います。「3歳児クラスのお昼ごはん時は、保

育者はまるで“千手観音”に！」という保育

士の4コマ漫画もニュースに取り上げられ

て話題になっています。こどもの

つぶやきを聞き取ってあげること

や、おしっこに行きたい時に対応

してあげることも一人の保育士で

は到底できません。実際には自治

体の独自予算で加配補助をしてい

るところもあり、名古屋市も市独

自の補助をしています。しかし、補

助金なので大変不安定です。 

基準通りでは子どもの命、安全マンガ）子どもたちにもう1人

保育士を!実行委員会より 
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を守ることはできないと現在、国に向けて

最低基準見直しの署名活動をしています。

愛知県、名古屋市にも自治体独自の基準改

善を求めています。 (保育後援会 N.S.) 

公園が足りません!! 

昭和区は子育て世帯の流入も多く、待機

児解消で近年新設保育園が増えています。

特に松栄、御器所学区の御器所付近は5カ所

の保育園と、その他の乳幼児の関連施設が

2カ所あります。新設に際し「近隣に公園が

あれば、それを園庭の代用とみなす」となっ

ており、園庭設備が充分でない保育園が増

えています。児童公園、どんぐり広場、公営

住宅隣接のひろばなど、どこも先着順で取

り合いの状況です。保育園児が占領してし

まえば、地域の小さな子ども達の遊び場も

うばってしまいます。子どもの成長に、外で

思いっきり体を動かすこと

は不可欠です。「安心して遊

柿の収穫と共同購入について 
今年も柿の収穫を後援会で実施することになりました。よろしくお願いいたします。 

記 

日時：2021年11月12日(土) 

集合時間：午前8時 / 集合場所：柴田民雄事務所 

現地集合時間：午前10時 

現地集合場所:岐阜県本巣市郡府51-1 席田北部公園駐車場 

持ち物：軍手、ハサミ(植木用)、昼食弁当、段ボール箱 

※雨天の場合は当日午前7時に判断し、11月13日(日)に順延します。 

※直接現地に行かれる方は事前に世話人まで連絡してください。 
 

今年は糸貫の富有柿(送料無料)、松川の富士りんご(贈答用、家庭用、キズあり)(送料必要)、

西尾のお茶、抹茶を取り扱いします。 

商品名 単価(円) 個数 金額(円) 備考 

富有柿上物(1kg) 600   

11/12到着予定 富有柿家庭用(1kg) 500   

富有柿キズ有家庭用(1kg) 450   

富士りんご贈答用(5㎏) 3,400   12/10到着、送料1,100円 

富士りんご贈答用(10㎏) 5,900   12/10到着、送料1,300円 

富士りんご家庭用(1㎏) 580   12/10到着、送料込み 

富士りんごキズあり(1㎏) 480   12/10到着、送料込み 

西尾のお茶(200g入) 1,100   
11/12到着予定 

西尾のお茶(30g入) 870   

氏名  住所  電話  

共同購入の申込は11月12日までに柴田たみお事務所へ届けて頂くか、FAXにて申込下さい。 

連絡先 柴田たみお事務所 昭和区南分町3-3(℡ 858-3255 / Fax 858-3256) 
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べる公園がほしい」は、地域の子育て中のお

母さん、保育園関係者の切実な願いです。先

日職場で開いた柴田たみおさんを招いての

集いでも話題になり、公園づくりの運動を

作っていきたいと盛り上がりました。実現

させたいです。 (保育後援会 N.S.) 

これからも紹介等よろしくお願いします 

「赤旗日刊紙読者の方が、知り合いに3部

から5部なら配っていいよ」「近所に住む子

ども2人に読ませる」、と広げてくださる人

たち、地域での声掛けや、街頭宣伝などでも

気軽にともがきをお勧めすると「いいよ」と

お返事をいただいています。地域での困り

ごとの相談や問題に議員の議席はなくても

働いている柴田たみお前市議の活動をしら

せ、国の政治や身近な問題を共産党後援会

からの視点でともがきを作っています。 

皆さんに広く読んでいただけるよう、紙

面の改善も目指します。ご意見も下さいね。 

どうぞ、広げてください！よろしくお願

いいたします。 （後援会事務局） 

 

昭和区

後援会街頭宣伝・署名
行動

予定 
※雨天中止 

宣伝日 時間 場所 備考 

11/1(火) 
15:30〜

16:30 

八事日赤

北
交差

点  

学生向け宣伝

[南山大] 

11/2(水) 8:00～8:30 吹上 
早朝地下鉄宣

伝 

11/4(金) 
17:00～

18:00 
いりなか 

おかえりなさい

宣伝 

11/7(月) 8:00～8:30 桜山 
早朝地下鉄宣

伝 

11/8(火) 
15:30〜

16:30 
高辻

交差

点  学生向け宣伝
[名古屋工業高校] 

11/9(水) 8:30～9:00 八事日赤 
早朝地下鉄宣

伝 

11/11(金) 
17:00～

18:00 
川名 

おかえりなさい

宣伝 

11/14(月) 8:00～8:30 御器所 
早朝地下鉄宣

伝 

11/15(火) 
15:30〜

16:30 

昭和区役

所前 
学生向け宣伝
[中部楽器専門学校] 

11/16(水) 8:00～8:30 荒畑 
早朝地下鉄宣

伝 

11/18(金) 
17:00～

18:00 
吹上 

おかえりなさい

宣伝 

11/19(土) 
11:00～

11:45 

西友御器

所店 

スーパー前宣

伝 

11/21(月) 8:00～8:30 いりなか 
早朝地下鉄宣

伝 

11/22(火) 
15:30〜

16:30 
いりなか

交差

点  学生向け宣伝
[南山・中京高校] 

11/25(金) 
17:00～

18:00 
桜山 

おかえりなさい

宣伝 

11/28（月） 8:30～9:00 八事日赤 
早朝地下鉄宣

伝 

11/29(火) 
15:30〜

16:30 
名工大前 

学生向け宣伝

[名工大] 

11/30(水) 8:00～8:30 川名 
早朝地下鉄宣

伝 
 

〜〜〜 今後の予定 〜〜〜 
11/2(水) 

19:00～ 
後援会世話人会 

柴田たみお

事務所 

11/3(祝) 

18:00〜 

柴田たみお
さん

を 応援
す

る仲間のパーティー 

池内わらべ

保育園ホール 

11/6(日) 

10:00〜 
街角ウォッチング 

昭和郵便局

前集合 

11/12(土) 

8:00～ 
富有柿収穫 

岐阜県本

巣市 

11/18(金)

14:00～ 

後援会事務局会

議 

柴田たみお

事務所 

11/19(土) 

12:00～ 

平和がいいな
昭和

区の会

スタンディング 

御器所 

交差点 

11/24(木) 

18:00〜 

平和がいいな
昭和

区の会 
映

画「ひまわり」
上映

会  

高齢者就労

支援センター

4Fホール 


