番です。『道理のかけら
もない増税は中止』の声
をあげよう。世論と運動
で必ず中止に追い込も
う」と訴えました。
討論では、運動が広が
っている様子が語られ
ました。
増税実施は「増税法」
付則一八条にも反し、景
気が上向いている指標
は 大企 業と 富 裕 層だ け
で働く 者の給料は減っ
ており、増税中止に大義
があると話し合いまし
た。

･

【
市保育所 幼稚園整備計画検討委員会】

関係方面と充分調整して
二 十 九 日 、 市 保 育所
幼稚園整備計画検討委
員会（第４回・最終回）
が開かれ、市長に提出す
る「意見書」（整備方針
及び施設整備計画）につ
いて協議されました。
委員から「委員会とし
ての意見は意見として
も、地域にとっては大変
なこともある。配慮が必
要」などの意見が出さ
れ、砺波南部小学校区に
ついては「五鹿屋幼稚園
と東野尻幼稚園を統合
して、新たな用地を確保
し、当該小学校区に保育
所機能を有する施設を
整備することを基本と
して検討する」、また他
所についても意見書の
文言について の修正が
され、さらに委員長のむ
すびの言葉のなかでも、

･

「関係各方面とじゅう
ぶん意見調整して」とい
うことを含めることが
確認されました。
この検討委員会はこ
れで終了となりますが、
今後、「市子ども 子育て
会議」がたちあがりま
す。今回の検討委員会に
ついて、関心をもってお
られた方からは「本当は
市全体の子育てをどう
していくかという議論
が先にあってから、整備
計画が検討されるべき
では？」といった声がき
かれました。小中学校の
耐震改修事業が終了後、
途 切れ ず に 保 育 所 幼 稚
園を、というタイミング
の問題もありますが、関
係方面とじゅうぶんに
調整しながらすすめて
欲しいものです。
･

消費税をなくす全国
消費税廃止富山県各
の会常任世話人の梅村 界連絡会の能沢吉晴事
早江子さんが記念講演。 務局長が、連帯あいさつ
「 今 こ そ な く す 会 の 出 をしました。

･

「消費税をなくす富山
県の会」は、十月二十六
日、富山市内で第二十回
総会を開きました。
強く大きな「会」をつく
り、来年四月の増税を中
止に追い込む 一点で の
協同を発展させる方針
を確認しました。
提案した北正幸世話
人は「大増税を中止する
たたかいは四月まで の
半年が正念場だ」と 強
調 。 署 名 宣伝などを 旺
盛に取り組もうと呼び
かけました。

増税中止には大義がある！

日本共産党
砺波市委員会
西尾 英宣
千代１８０
℡ 33-6118

（十月二十七日号）

赤旗日曜版を読んで

伊豆大島災害 （１面）

台風２６号による土砂災害
で多数の死者・行方不明者
が出た伊豆大島。 一難去っ
てまた一難というような台
風の襲来には本当に心が痛
みます▼ＴＶのニュースで
東京への避難から島へ戻っ
てきた高校生が「台風の怖
さは、風や津波のことしか
考えていなかったので、大
雨で大変なことになりおど
ろいた」と話していました。
島に戻った女性は、うれし
そうに「島が一番良い」と
語っていました▼特別警報
が始められたばかり。今回
のようなピンポイントの状
況では役に立ちませんでし
た。今までは感覚や経験で
動いていた人も、警報が出
なかったことで動けなかっ
たのではないでしょうか？
▼ムダなところにお金を使
って、必要なところの予算
は削って、状況においつけ
ないようでは困ります。仮
設住宅や復興、今後の防災
体制こそ、はやく整えてほ
しいです（四十代 女性）

日本共産党 多田ひろかず℡.090-3369-8216･境きんご℡.32-4845・藤永皋℡.82-3531 お気軽にご連絡･ご相談下さい
ホームページ（随時更新中）URL http://www13.plala.or.jp/kin5/ E-mail h-tada@ma7.seikyou.ne.jp

★厚労省は３０日、介護保険で「要支援」と認定された高齢者（１５０万人）に対するサービスの総費用額に上限を設けて、伸びを抑制する方針を示しました。
これに基づいて、要支援者への中心的サービスである訪問介護は身体介護に、通所介護 （デイサービス）は機能回復訓練に、それぞれ縮小・制限することを提案。

となみ

読者のひろば
赤 旗

【
消費税をなくす富山県の会が総会】

第１２１５号

まもろう憲法９条
２０１３年１１月３日（１）

･

ラベル印刷

らないということは無敵
回っており、「やったね！」

ックの新人より票数も上

日々が続いているのです

ちょっと慌ただしい

でも参考にされることも

…高岡市のことは砺波市

と２議席の違いは大きい

･

最新型のパソコンがある

その人いわく、「自宅に

でするハメに（トホホ）。

しょう、入力のお手伝いま

く・・・えぇ、おわかりで

が出ると思ったらし

があれば自動的にラベル

席に届かず。高岡市でも共

いでしたが、残念ながら議

２議席回復めざすたたか

議会。女性の新人を擁立し

議席となっていた高岡市

現職で亡くなり、共産党１

南部周三議員が６月に

高岡市 議 選

ん調整して」ということが

も「関係各方面とじゅうぶ

委員長のむすびのなかで

すから、表現、文言、また

だけが先行しては困りま

か』と受け取って、かたち

す。市長が『そうか、そう

それなりの重みがありま

委員会 の 「意見書」 は 、

傍聴（一面参照）。

【
続 きんごの日誌】

日 快 適 な 作業 環境 は
高くつくということで
しょうか？
トラクターのガラス、二
回目のバラバラ事件をや
らかしてしまいました。前
回の事故からひと月余り
しか経っていないのに！
ショックです。「あんた
農業止めた方が良いがで
ないがけ」との忠告までい
ただいた次第です。トホ
ホ・・・・
運転席をガラスの窓と
扉で囲ったキャビン装備
のトラクター、最近では当
たり前になってきました
が、長い間の夢でした。購
入して三年目になります
がとにかく快適です。寒い
日も暑い日も、多少雨が降
っていても気になりませ
ん。ラジオを聞きながらな
ので何時間続けていても
退屈しないし、宗次郎のＣ
ＤをＢＧＭにして 秋の夕
陽に浸りながら田んぼの
中を行き来していると幻
想的な時間を過ごすこと
ができます。
ですが気を付けないと、
ガラスの囲いは外から力
を加えると粉々になって
29

ですね（笑）
という感、です。

作ってあれば、宛名ラベル
が、下の子の中学最後の文

あるので、お互い力を合わ

市保育所 幼稚園

たら早くだせるのかなぁ」 産党排除の動きがあり、何

んだけど、それを持ってき

があろうと揺るがないだ

含まれることは大切なこ

･
（何でも お気 軽にご連絡 ご
相談ください・多田携帯 ０
９０—３３６９—８２１６）

しまうのでした。前回は、
作業機を上げた時に付い
ているレバーが後ろのガ
ラスを通り超して まで上
がろうとしたので割れて
しまいました。その危険性
があるので上がり過ぎな
いように調節するにはど
うしたらいいんだろうと、
いろいろ試していたら起
こってしまった事故だっ
たので大変悔しかったの
ですが、今回は「このトラ
クターには扉がある」とい
うことを完全に忘れてい
たための事故でした。作業
機の角度を気にしながら
す る す る と 前に 進 ん だ ら 、
開いたままの扉が車庫の
柱に引っかかって瞬時に
無くなってしまいました。
扉には囲いのフレームが
ないので、ガラスが粉々に
なると開け閉めするため
の鉄の手すりを一本残し
てあとは何も無くなるの
です！驚いた～
バラバラ事件は派手な
ショックを与えはしまし
たが、トラクターの本来の
機能には影響がないので、
秋晴れの中、左側だけスカ
スカの状態で順調な仕事
を遂行することができま
した。扉がない分、乗り降
りはスムーズでした。

日本共産党 多田ひろかず℡.090-3369-8216･境きんご℡.32-4845・藤永皋℡.82-3531 お気軽にご連絡･ご相談下さい
ホームページ（随時更新中）URL http://www13.plala.or.jp/kin5/ E-mail h-tada@ma7.seikyou.ne.jp

★政府・与党が今臨時国会で成立を狙っている「秘密保護法案」に反対世論が広がっています。共同通信社が行った全国電話世論調査によると、同法案に「反
対」が５０・６％と半数を超え、
「賛成」の３５・９％を上回りました。また、
「今国会にこだわらず、慎重に審議すべきだ」は８２・７％を占めました。

日

を出すことができるとい
化祭なので妻とちょっと

せてがんばらないと！

しかし、議会での１議席

うことを迂闊にも教えて
のぞくだけ…。それなりに

出中文化祭

しまったのでした。元デー
成長のあとが見られたこ

日

タを入力することが一番

日

って・・・う～ん、厳密に

けの自力をつけないとダ
８期目の当選を果たし

いえば微妙に処理速度の
ないけど、とにかく大変な

た金平直巳議員は、地元か

とだと思いました。

のは「データ入力」の作業

ら立候補した電力会社バ

なんですってば！

わか

メですね。

整備計画検討委員会を

29

速さは関係するかもしれ

心者のその人は、パソコン

とに軽く驚き。

ト「エクセル」で住所録を

パソコンの表計算ソフ

25
の手間なのに、パソコン初

27

【
ただのつぶやき】

第１２１５号

まもろう憲法９条
２０１３年１１月３日（２）

