☆地域の要求をこの両肩に！

日本共産党
越谷市北部
地域後援会
部内資料

作家 の瀬戸内 寂聴さん やノーベ ル賞受賞 者の益 川
敏英さんなど 安倍９条改憲ＮＯ！全国市民ア
クション が、立場の違いを 超えて、憲法９条の
改憲に反対しましょうと呼びかけた署名です。

☆ヘンな総理大臣をやめさせましょう
それをやるのは☆市民と野党の共闘
それを具体的な形にする☆ ３０００万署名
安倍９条改憲ＮＯ！
憲法を生かす 全国統一署名
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11 月 25 日。
大泊の竹
で、大泊の
方が作りま
した！

下間久里・まいむ

○ 五千円落した なけなしの年金をためて
孫にお小遣いあげようと思っていたのに
おばあちゃんは必死だった
偶然通りかかった 私の手をとって
いっしょに探してくれという
でもその五千円は おばあちゃんの
バッグのふちに ふわりとのっていた
あら ありがと アハハと笑って…私ね
「来年九十歳なの だからまだ八十代よ」
手を振り駅の階段を軽やかに降りていった

○ 「待って下さい それ違います」
大声をあげながら スーツ姿の若者が
スマホ片手に 私の横を走り去っていった
駅の階段を飛ぶように駆け上がっていった
何があったのか 彼の背中が忘れられない

せんげん台駅物語

FAX

970-4653
弥十郎稲荷に今 咲いてます

北部センター

財界・アメリカにへつらい、国民の生活に目が行か
ず、「私が一番偉い」と思い、日本に 年戦争させ
なかった憲法９条を自分流に変えようという、
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県立大に医学部実現運動強化を
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高齢者バス料金補助、 歳祝い金復活も

午後１時 多目的ホール れんが ２階 ２００円
新年は、１月 日（金）・ 日（金）

月９日（火）（今月は ５日（火）
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ハモニカの会
時

第二ハモニカの会

午前
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ハーモニカをこれからやってみようか、という方たち
に、「先輩」？が「教える」？会。気軽においでくだ
さい。
第
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日、金子正江県議・山田大助市議と懇談会
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気軽に、相談、お茶のみ話・・においでください。

れんが

17

月

12

1

山田だいすけ市議は、 月 日（火）
と１月 日（水）、 どちらも午前 時―
午後５時、「北部センター」（多目的ホール
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多目的ホール れんが ２階 ２００円
前回は、 名の方が二時間歌いました（疲れたぁ・・）
でも、お茶飲みながら関係のない雑談もしました。８
２８曲の歌集が足りなくなったので、追加注文してい
ます。気兼ねなくおこしください。
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政府の国民健康保険税の来年度以
降の大幅引き上げ計画について、
「健康保険制度は、〝社会保障制度
〟、の位置づけ・観点で運動を強め
る必要がある」など、金子県議が説
明しました。
懇談では、出席者からの「埼玉県
の人口当たり医師数が相変わらず
全国最低である」との指摘に、「超
党派で合意している、越谷市内にある県立大学に医学
部を、の運動を、粘り強く続けましょう」と金子さん。
会場からの「中核市になってのメリットが実感できな
いのに、市長はじめ特別職歳費を値上げしたのは納得
できない」の声が上がりました。
「介護保険を払い続けているが掛け捨て状態。高齢
者のバス料金補助や、廃止された 歳の祝い金復活
など、目に見える形での見返りが欲しい」などの具体
的な提案もありました。
山田さんは、「皆さんの願い実現へ、再来年の地方
選では、金子さんの再選と４人の市議団再現へ頑張り
たい。ぜひ引き続きご支援を」と訴えました。
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利用しやすい間隔でトイレがある！
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作品展示会

この辺のアーチスト

月 ・ 日（金・土）地元のアーチストの多様な
作品で多目的ホール れんが 一階ホールはいっぱい。
表では、大量の地元野菜が朝採って洗って持ち込まれ、
「あれ、キャベツもう無いの？」「白菜は？」という
感じ。毎年の皮細工・小物手芸品など、お汁粉・カレ
ーライス（サラダ付）も好評でした。

新 方 川遊 歩道 の整備 を 進め る会 の４名 が 、 月 ６
日（水）春日部の川沿いの公園を見学して回りました。
古利根側の野田線の鉄橋近くの川久保公園では、
「遊
具が紋切り型でなくていい」
「こんなふうにあちこち
に休む場所がある遊歩道っていいな」などと言い合い
ました。古利根公園橋では、近くの方と話しました（写
真 下）。あちこち行って、共通の感想は、
「トイレ・休
む場所がちゃんとある」
。
新方川では、嵩上げの最後に、ベンチなどを元にも
どし始めています。
「元の壊れかかったベンチを戻そ
うとしている」「大泊のベンチは８月まで戻さないと
言っている」
・・などの声があります。遊歩道の会で
は新年に県、市と再度話し合おうと計画しています。
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昆布買って！ チョコ買って！
日高昆布は北部後援会が 23 年前から扱っているもの。
チョコは、サロン・ド・ロワイヤル製。

ご注文は
☆下の注文票に記入の上 できるだけ、ファクスで送ってください
ファクス番号 970‐4654（北部センター）、又は 979‐7433（伊東）
☆電話でのご注文の際は、970-4653（北部センター）に
お名前・電話番号・おところ、と、品名・数量をお知らせください
☆チョコは、年々好評ですが、在庫不足・人手不足・多忙・高齢・・・など、諸般の事情
ですぐお届けできない場合もありますのでご理解を・・・

注文票
お名前

電話番号

おところ

ファクス番号

品名
ココアミルクチョコレート
袋入りお徳用 170ｇ
抹茶ボールチョコレート
袋入りお徳用 170ｇ
塩アーモンドチョコ
袋入りお徳用 150ｇ
あられチョコレート
袋入りお徳用 160ｇ
プチレーズンチョコ
袋入り（個包装）220ｇ
ガイドドッグ板チョコ詰合わせ
包装箱入り 18 枚

数量

単価

金額

袋

600 円

円

袋

600 円

円

袋

600 円

円

袋

600 円

円

袋

600 円

円

箱

600 円

円

楽しみま専科 大袋入り 360ｇ

袋

1000 円

円

450ｇ

袋

700 円

円

産地直送 日高昆布 一等検 150g

袋

900 円

円

合計

円

ドリンクココア 袋入り

