３０００円と高めで︑利
用者もビックリした様子

飯能駅︑東飯能駅から

でした︒

誰でも自由に入れて遊べ

歩いて行ってみよう

整備した公園という性格

なお︑有料ゾーンのムー
日のオープンとな

ミンバレーパークは来年
なってほしいものです︒

もあり︑市民の憩いの場

〜改憲・消費税・原発問題など…
国民の疑問にしっかり答えます。
３月

安倍「改憲」を一緒に考えましょう。

として親しまれる公園に

午前９時３０分〜１２時

ります︒

市民団体が市長に要請

歩道を歩いて︑メッツア

キング仲間と中山から遊

﹁平和都市宣言﹂につい

飯能市が検討している

国は

現在︑署名国は

が開始されていますが︑

部と飯能市平和委員会は︑ が採択され︑各国で署名

国連で核兵器禁止条約

に行って︑２時間ほどゆっ

て︑核兵器廃絶を盛り込

新日本婦人の会飯能支

くりして︑高麗峠から巾

むよう求めて大久保勝市

︑批准
着田に下りた︒とてもい

万円の負担金を出して︑

飯能市も１億５０００

も魅力があるようです︒

に散策できる公園として

も多いようですが︑自由

を楽しみにされている方

トアップなどのイベント

クショップ︑夜間のライ

でいました︒買い物やワー

長と懇談しました︒

代の女性は︑﹁ハイ

■会場：富士見公民館（集会室）
■講演：大久保賢一氏（弁護士）

いコースだった﹂と喜ん

る

ハイキングが好きなあ

います︒

シャトルバス︵大人２０

平日１８００円︑土日祝

11月23日（金・勤労感謝の日）

﹃非核﹄を入れた宣言に

pluto.plala.or.jp

るゾーンで︑お弁当をもっ

たくさん並び︑カヌー体

＜議員団の連絡先＞
973-2111(市役所456)
Mail jcp-sigi@

て湖畔でゆっくりするこ

宮沢湖畔にメッツアビ

090-7000-4481

０円︑子ども１００円︶
宮沢湖周辺からは︑多
も運行しています︒一方︑ くの遊歩道が整備されて

験もできる場所やイベン

む

さ

お

沢

滝

み

く

た

井

ともできます︒︵開園時

レッジが９日オープンし

090-4010-5650

自動車の駐車料金は︑時

ト広場もあります︒

090-4389-4439
新

子

し

と

田

江
し
と
子
金

間 時〜 時外は閉鎖︶

ました︒このゾーンは︑

９７３−１０９１

メッツアビレッジには︑ 間貸３時間以上の場合︑
レストランやショップが

■会場：所沢ミューズマーキーホール
■弁士 田村智子（党副委員長）
伊藤岳（参議院予定候補）

となり︑発効に向

69

発
行
日 本 共 産 党
飯 能 市 委 員 会

自由に通れる遊歩道
(メッツア内は10〜21時)

11月25（日）午後６時３０分開場

圏内にあり︑平和
を守り︑市民の命と安全

ら

基地や自衛隊入間基地か

飯能市は︑米軍・横田

めています︒

軍の基地機能強化をすす

ともに︑横田基地など米

軍事力増強をすすめると

一方︑日米両政府は︑

のとなっています︒

けた流れは揺るぎないも

19

10
km

21

16

090-7265-1601
山
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を守ることは重要な課題
こんなことが許
となっています︒
されるのなら市
大久保市長は︑昨年９
議会も監査委員
も必要ないので
月の滝沢修市議の﹁核兵
はないかと思っ
器をなくすことは世界の
てしまいます︒
世論で︑大きな流れになっ
割岩橋観光トイ
ている︒核禁止条約が採
レの改修工事の予算を
択された中で︑飯能市で
使って︑まったく別の
も非核平和都市宣言を﹂
場所に大河原観光トイ
レをつくってしまった
との質問に︑﹁異論はな
ことです︒▼監査委員
い︒何よりも私も以前か
は︑この問題に対する
ら核の恐怖というのは日
住民監査請求が請求要
本人が一番知っている﹂
件を欠いているとして︑
と答弁︒今年６月議会の
門前払いにしました︒
栗原義幸市議の質問には︑ 問題は門前払いにしな
﹁平和宣言というのは︑
がら︑この予算の勝手
な変更を違法または不
世界に唯一被爆した日本
当な公金の支出とは認
国として︑国民として︑
められない︑議会の議
しっかりと積極的にやる
決権を侵害していると
べきと思っている︒今年
はいえないなどと市の
度中には制定したい﹂と
〝詐欺〟行為を積極的
答弁しています︒
に弁護していることで
県内では︑多くの自治
す▼個所付けをした予
算を何に使ってもいい
体が﹁非核﹂を盛り込ん
などということはあり
だ﹁平和都市宣言﹂を制
ません︒選挙のどさく
定しています︒
さに紛れて︑予算がな
飯能市も︑核兵器廃絶
んで別のものに使われ
と世界の軍縮を求める大
てしまったのか︒監査
きな流れに沿って︑﹁非
委員にはその問題点を
あきらかにする責任が
核平和都市宣言﹂を高ら
あります︒これでは予
かに宣言することを強く
算あって予算なし︑監
要望しました︒
査委員あって監査なし
大久保市長は︑﹁平和
です︒この監査委員へ
は全ての思いを網羅して
の質問をひかえるとい
いる︒私の思いとして︑
う市議会の申し合わせ
３月議会には宣言してい
があるというのもおか
しな話です︒

きたい﹂と答えました︒

ル平和賞を受賞したＩＣ
ＡＮの山崎哲︵ピースボー

約採択に貢献し︑ノーベ

づるプロジェクト﹄とし

と船で世界を回り︑各地
で証言する活動を﹃おり

島・長崎の被爆者の方々

は︑２００８年以来︑広

山崎さんが所属する日
本のＮＧＯピースボード

ました︒

もあります﹂と切り出し

ているようだが︑それと
は対照的に︑世界各国の

では平和教育が年々弱まっ

け入れられている︒日本

地を回ってきた︒世界中
で大きな感動を持って受

えて︑証言の旅で世界各

づつ語っていきたいと考

という︒それでも︑自ら
老いを感じるなかで少し

体験を話したことがない

あるいは家族にも原爆の

器廃絶を訴えて︑被爆者

また︑日本政府につい
て︑﹁被爆国として核兵

日本政府の二枚舌

できる﹂と訴えました︒

することだ︒やれば必ず

禁止された核兵器を廃絶

約をもって核兵器は禁止
された︒次なる課題は︑

がある︒２０１７年の条

とにつながったいう自負

南後援会で
楽しい芋煮会

日︑後援会員のお

日本共産党飯能南後援

会は

宅をお借りし︑滝沢議員

との声が多数ありました︒

た︒またやって欲しい﹂

参加者からは﹁楽しかっ

を終了しました︒

に楽しい２時間の芋煮会

奏もあり︑あっという間

フルート︑オカリナの演

した︒また︑沖縄三線︑

作り方も教えてもらいま

た︒懇談の中では芋煮の

て本場の味を堪能しまし

と言いながらお替りもし

は﹁美味しい︑美味しい﹂

てもらいました︒参加者

備をして本場の芋煮を作っ

身の後援会員に朝から準

しました︒山形の米沢出

莢蒾又は蒲染︵ガマズミ︶

引き続き﹃ヒバクシャ
国際署名﹄の取り組みや︑

ド︶さんの講演を聞いて

て続けています︒２０１

若者たち︑自治体の職員

が世界各国で証言活動を
するのを政府は後押しす

した︒そのことが︑核兵
器禁止条約の成立と︑そ

きたので紹介します︒

７年までに１７０人を越
す被爆者の方々と一緒に

や外交官らが熱心に被爆
者らに質問をぶつける場

る一方で︑核兵器禁止条

国内全自治体の９割を超

山崎さんは︑﹁ノーベ
ル平和賞の受賞は︑勇気

旅をしてきました︒

面に接してきた︒ＩＣＡ

約には賛成せず核兵器の

のなかに﹃ヒバクシャ﹄

を持って自らの体験を語

﹁ 歳の時に広島で被爆
した女性は︑黒こげで髪

Ｎの運動のなかで︑ピー

先制使用すら必要という

12

核兵器廃絶は世界の願い

り運動を切り開いてこら

の毛が逆立ち︑飛び出し

スボードはこうした船旅

立場でいるというのは︑

いま︑存命の約

30

ＩＣＡＮ共同代表山崎さんの講演を聞いて

れた広島・長崎の被爆者
の方々をたたえるもので

た目玉を手で押さえなが

を通じて核兵器の恐ろし

二枚舌どころか二重人格

という言葉と核兵器の非
人道性が鋭く刻まれたこ

あり︑世界中の核実験の

ら逃げまどう人々の姿を

さを人々に伝え︑核兵器

ともいうべき姿勢で世界

■ 飯能 ごき げん 体操 普及 講
座
●日 時・ 月 日 ︵木 ︶
時 分︵ 時 分受 付︶●
会 場・ 市民 活動 セン ター ※
申 し込 み不 要︒ ︵問 い合 わ
せは市役所＝介護福祉課︶
■ とま り木 コン サー ト︵ 希
望をつなぐ道しるべ︶
●日 時・ 月 日︵ 土︶ 開
演 時 分︵開場 時 分︶
● 場所 ・市 民会 館● チケ ッ
ト ９９ ９円 ︵全 席自 由︶ ●
主 催・ 飯能 音楽 福祉 交流 会

12

国連での核兵器禁止条

被害者に向けられた賞で

今も記憶している︒

の非人道性に対する認識

の酷評をかっている︒

す１７０８都市︵昨年
５〜６月ごろ︑白い小さな花が額紫陽花の様に上向
月︶が平和首長会議に加 きに咲き︑小さな花の数だけ実がなり︑晩秋に赤く
盟しているので︑これら 熟した実は重さで房状に垂れ下がります︒
が意見書等のかたちで政 赤い真珠の様に光った実は目立つ事から︑庭木とし
府に声を上げれば大きな ても人気があり︑実は果実酒や︑大根等の漬物の色
力になる︒やればできる︒
付け︑又は衣類の染料と
ぜひ︑ご一緒に！﹂と呼
しても使われ︑ポリフェ
びかけました︒
ノールやビタミンＣが多
市議会議員・金子敏江
い事から昔はマタギが疲
労回復の食材として使っ
ていた様です︒
一粒口に入れましたが︑
少し酸味があり美味しい
と言う程ではありません︒
犬は美味そうに食べたの
で犬の食感としては不味
く無いのかも知れません︒

の被爆者のうち︑かなり

を広めるという面で貢献

11

万人

多くの人たちが人前で︑

30

11

13 13

30 22

24

00

10 11

11

16 12

00

︵問合わせは＝ 0905530239
も参加して芋煮会で交流
︻和田︼︶
■ 飯能 市・ 日高 市第 ４回 市
民 フォ ーラ ム﹁ 在宅 医療 ﹂
知 って ます か？ 家で 最後 ま
で療養したい人に
● 日 時 ・ 月 １ 日︵ 土 ︶
時 分〜 時 分︵受付
時 〜︶ ●会 場・ 市民 会館 小
ホ ール ●定 員・ ３０ ０人 ●
申 し込 み・ 問い 合わ せ︵ 飯
能 市＝ 基幹 型地 域包 括セ ン
ター︶
3
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