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市長選を振り返って-2
「市長選ご意見を聴く会」
７月２５日（月）に行った「ご意見を聴く会」に
は９人が参加し、全員が２回以上発言しました。
周東候補の決意で無投票にならず、対立点・争点

にわたる大幅値上げを許すのかも問われています。
また消費税率の引き下げや狛江調布地区に保健所
を再配置するなど、市民の切実な願いを国や都に忖
度せず発言できる市長を選ぶことが求められてい

を明らかにする機会を得たが、現職・元市幹部・副

ます。そして何よりも周東さんを市長に選んでいた

市長がそれを嫌い、立候補表明から投票までの期間

だくこと自体が、国や都へ「政治を良くしろ」とい

が５週間余、推薦党派数の差、訴えを届けきれなか

う市民のメッセージになっていくと思うのです。こ

ったが大健闘し、選挙中はだんまりだった現職市長

れらは、このあと周東候補が詳しくお話しますので、

が再選後市民センター問題を「争点」といっている

ぜひお聴きください。

ことなどが出されました。今後は、市民連合を立ち

私は、市長候補の松原さんの第一声を聴いて、こ

上げ、４年先を見越して候補者擁立に時間的余裕を

れほど事実と異なることや根拠のない決めつけを

持ち、早くから争点を明らかにして投票率をあげる

するのか、大変驚きました。矢野市政に関わる問題

工夫をすることなどを確認しました。

もあり、その点では当事者として訴えたいと、周東
候補の応援に駆けつけました。

＜選挙戦論点＞

第一は、松原市長は、「かつての共産市政ででき

現職市長である松原候補は 6 月 19 日の第１声演

なかったことは、命にかかわる防災、防犯だった」

説（狛江駅前午前）で「共産市政でできなかったこ

と言いました。しかし矢野市政の下でまちの安心・

とは、命にかかわる防災、防犯だった」と、矢野市

安全が進んだ事実を否定することは、私に対する攻

政（1996～2012 年）による安心・安全の取り組み

撃だけではなく、そこに関わってきた保守系市民を

を全否定しました。それに対して矢野元狛江市長の

含む多くの人びとの努力を、市長が否定することで

反論の演説の要旨を紹介します。

もあります。
市庁舎の隣に、狛江市防災センターがあります。

市民不在、古い体質の政治にストップをか
け、市民が主役の市政に転換させよう
矢野 裕
この市長選挙、争点の一つは市民センターの改

これは中越地震で友好都市川口町の庁舎が崩壊し、
町民への対応に困難が生じた教訓から、当時、多摩
地域で防災センターのある自治体は、武蔵野と町田
という大きな 2 つの市だけでしたが、小さな町、財

修問題です。高齢者、自営業者、非正規労働者など

政の厳しかった狛江でも、市民の命を守るために建

の健康とくらしを脅かす国保税の 12 年間もの長期

設を決断したものです。これは市長会のメンバーか

①

らも「すごい」という声が寄せられました。この時

が生まれるかもと注目し、かすかな期待も持ちまし

狛江市は職員を消防団とともに 7 次にわたって災

たが、4 年が過ぎてみると、それらは選挙目当ての

害派遣しました。地元の新聞からは、一番早く救援

空約束だったのかという思いを強くしています。選

で町中に入ったのは、県でも自衛隊でもなく、250

挙公報で一番大きな活字で訴えた、「日本一やさし

キロ離れた狛江市だったと、大見出しで報道してい

い狛江」というスローガンは、今回は消えています。

ます。

なぜ「日本一」というスローガンを変えたのでしょ

また松原市長は、「市長になった時は、犯罪が少

うか。それは国保税を 12 年間で 4 人家族の負担を

ないまちという点では東京都でトップだった。今は

10 万 8 千円も増やし、図書館分割移転では異論を

少し順位が下がってきた。」とも話していますが、

受け付けない、形ばかりの市民参加手続きで済ませ

東京でトップにしたのは矢野市政の時代です。全国

るなど、市民参加と協働の基本条例を形骸化してき

的に犯罪が急増し、狛江でも 2002 年にピークに達

たと自覚しているからこそ、「日本一」をめざすと

しました。この時、市民ボランティアによるパトロ

したスローガンを語れなくなったのだと思います。

ールを広く呼びかけ、2,400 人が学校や地域でパト

いま松原市政には、市民不在の古い体質が日増し

ロールを始めたことを契機に、狛江は東京の市区で

に濃くなってきたと感じています。96 年に発覚し

一番犯罪の少ない街となったのです。この取り組み

た石井市長のバカラとばくや 18 年の高橋市長のハ

は交通人身事故の減少にもつながり、これも東京の

ラスメントは、大スキャンダルとして全国報道され

市区で一番少ないまちとなりました。火災による死

ましたが、市政の私物化、市民の上に自らを置く、

者は市区で 6 位でしたが、火災による死者ゼロを 2

こんな政治が生み出した結果です。市民の声に耳を

千日以上継続しました。このどこを見て「矢野市政

傾けず、最後は多数の与党会派の力に頼るという点

は防災・防犯は出来なかった」と言えるのでしょう

で、松原市長も過去の保守政治と同じ道に足を踏み

か。まさか当時幹部職員だった松原市長が知らない

入れた感じがしています。

はずはありません。そのうえで攻撃するのであれば、

96 年には、石井市政の継承ストップという市

矢野市政をけなすだけでなく、それぞれの分野で日

民の力が矢野市政を誕生させました。20 年には、

夜奮闘した調布警察署、狛江消防署、狛江市消防団、

ハラスメントを繰り返した高橋市長を市民の怒り

パトロールに参加した多くの市民団体の大変な努

でやめさせました。この市民パワーの先頭に立ち、

力を否定することになるとは考えないのでしょう

市民が育て上げた市民派市長候補・周東三和子さん

か。私自身、たった 4 年間で犯罪の発生件数順位を

こそ、古い体質の政治にストップをかけ、市民が主

4 位にまで下げた松原市長に非難されるとは正直思

役の狛江を実現することを、私は太鼓判を押したい

いもよりませんでした。

と思います。26 日の狛江市長選投票日は、
「周東三

松原市長は、1 期目の選挙公約を達成したと言い
ますが、そこにはコロナ禍でのオリンピック推進が

和子」とお書き下さるよう、心からお願い申し上げ、
私からの訴えとさせていただきます。

含まれています。オリンピックは感染第 5 波の要因
となり、市民にも死者や感染で苦しむ方が生まれた
のに、推進したことを自慢する心理は私には理解で

市長選は、前々からわかっていた事ですし、市長候

きません。

補を決める場以前の日常的取組みにあっても、立憲

正直なところ、松原市政が誕生したとき、選挙公

民主・社民系、もっと広く多様な意見や日常的地域

報で「日本一やさしい狛江」を掲げ、「市民参加と

活動を“寄せられる＝吸収できる”「豊かな狛江」

協働」を公約のトップに据えていたことから、その

誌であって欲しいです。

通りがんばってもらえたら、
「市民本位の保守政治」

②

桑田富士子（和泉本町）

駅頭宣伝の時の服装に関する提案です。
チラシ配布の時には統一カラー(豊かな会はオレンジ)の
服を着た方がいいと思います。
着ている服が統一されていないと、インパクトに欠け
ますし、おじさん、おばさんのくすんだ色の服では活気
が上がりません。
各人の服の大きさを聞いて、それぞれ、シャツ(夏用の
短袖)とヤッケ(冬用の長袖)を一括注文します。それを各
人が買取り、保管しておき、駅頭宣伝の時には必ずそれ
を着てきてもらうという方法です。
予備で各大きさのシャツとヤッケを数枚(各 5 枚？)買

9 ⽉中に市⺠センター改修基本構

っておき、飛び入りの人にはそれを着てもらうようにし

想および新図書館整備基本構想の

ます。

説明会が開かれパブリックコメン

また、運動靴でなくフォーマルな靴にしたほうがいい
と思います。

トが募集される予定です。
広報こまえをご注⽬ください。

須貝

市議会第３回定例会 ８月 29 日（月）～10 月４日（火） 傍聴を
一般質問では市長選挙で豊かな会が訴えた市民センター改修・新図書館問題、２年半以上に及ぶコロナ禍のも
とでの市民生活と市の対応、補聴器購入補助など市民要求、まちづくりについて豊かな会が推薦する５人の市議
が市長に質しますので是非傍聴しましょう。
一般質問（一人 80 分）の順序と通告は議会事務局のホームページに掲載されています。本会議・一般質問はイ
ンターネットでライブ中継されますので、自宅からの傍聴も可能です。
議会事務局の電話 ０３－３４３０－１１２８

日時
８月 27 日（金）
９月５日（月）

開会

開催場所

内容
本会議（初日）
一般質問（３番⽬に平井⾥美議員）

９月６日（火）
９月８日（木）

一般質問
一般質問（３番⽬から岡村しん、宮坂良⼦、

議場

⻄村あつ⼦議員）

９月９日（金）
９月 13 日（火）
９月 14 日（水）
９月 15 日（木）
９月 21 日（水）
９月 22 日（木）
９月 26 日（月）
10 月３日（月）
10 月４日（火）

一般質問（１番⽬に鈴⽊えつお議員）
午前９時
第２委員会室

議場
第２委員会室
議場
③

総務文教常任委員会
社会常任委員会
建設環境常任委員会
決算特別委員会
決算特別委員会
決算特別委員会
議会運営委員会
本会議（最終日）

「旧統一教会問題」考

̶ー

何が問題か？̶ー̶̶̶̶
小俣三郎

・テレビのワイドショーなどを見ていると、とにか

とは確かであろう。従って、政治家の側がこのこと

く旧統一教会と関連づくとそれだけで「悪い」と決

を自覚して注意深く対応することが求められる。

めつけているものが多いように思うが、果たしてそ

②政治家が選挙で旧統一教会の信者から支援を

れだけで良いのだろうか。

受けていることを非難することもできない。選挙協

・まず大前提として、この教会が霊感商法、多額の

力への感謝があったとしても、教会の要求を受け入

献金、家庭崩壊を招いたということで「トラブル団

れるべきかどうかは、教会側に政治介入の意図があ

体」
「反社団体」
（反社会的団体）であることを確認

ることを自覚したうえで、主体的に判断すべきで、

しなければならない。したがってこれとの関りをも

そうしたものであれば、これは他の宗教団体や労働

つこと（機関誌や集会に登場したりすること）が許

組合などとの関係においてと同じように考えるべ

されないことは政治家として、政党として当然のこ

きであろう。とすると、やはり「反社団体」である

とであるし、ましてや“広告塔”のようなことをす

かどうかが決め手になるであろう。

ることは犯罪的ですらある。

③旧統一教会の本拠地が韓国にあるからという

・また、政治家が嘘をついたり、はぐらかしたりす

ことだけで「外国勢力の介入」ということもできな

るのは見苦しいばかりでなく、上記の大前提を本当

いのではないか。旧統一教会が地方議員から国会議

に自覚しているのかどうかを疑わせる。

員にまで浸透してきたり、教会の教義の中に「日本

・この 2 点を確認したうえで次のことを検討したい。 はエバだからアダムの韓国に奉仕すべき」というも
①自民党など保守政治家の「政策」が旧統一教会

のがあったりして、日本を支配下に入れ乗っ取ろう

の教義と共通していることをもって影響を受けた

としている意図があるとしても、日本の保守派がこ

とか支配されているとか言えるかどうか。

の韓国ナショナリズムを容認しているとは考えづ

例えば「選択的夫婦別姓」への反対、LGBTQ への

らい。単に旧統一教会を利用しているだけで、文鮮

非難などは、旧統一教会の主張でもあるが、自民党

明の支配下に入れることまで容認しているとは言

などの保守政治家にも元々あった思想ではないか。

えないのではないか。

確かに新人の議員が旧統一教会の研修会に参加

④だから、支援を受けているというような外形的

して「選択的夫婦別姓」は良くないと考えるように

なことで批判することでは弱い。もっと内容的なこ

なったとしたら、これは教会の影響を受けた、とい

とで批判すべきだ。つまり、旧統一教会との関係の

えるだろう。しかし逆に、ベテラン議員例えば岸信

有無にかかわらず、自民党などの保守勢力の「主義

介が文鮮明と会ったことをもって「反共主義」の影

主張、政策」そのものを批判する必要がある。

響を受けたと考えることには無理があるだろう。
しかし他方、「家庭教育支援条例」が静岡県、茨

⑤同時に、このような「反社団体」が霊感商法や
法外な献金要求などをしないよう法的に規制する

城県、岡山県、岐阜県、旭川市などで旧統一教会会

必要があるのではないか。フランスの「反カルト法」

員からの働きかけによって制定されている事例か

などを参考にして日本でも取り組む必要があると

ら見ると、旧統一教会側に政治介入の意図があるこ

考える。

国葬について教育委員会に質問書

和田哲子

子どもと教科書狛江の会では、安倍元首相の葬儀に関して狛江市教育委員会の対応を確認するため
以下のような「質問書」を提出しました。

④

狛江市教育委員会
教育長

2022 年 8 月 22 日

柏原聖子様

教育長職務代理者
委員

熊谷勝仁様

委員

鈴木晃子様

委員

小川敦子様

佐藤正志様

子どもと教科書狛江の会

質

問

世話人

和田哲子

書

日頃の狛江の教育に関してのご尽力感謝いたします。
安倍元首相の葬儀に関して以下 2 点お尋ねいたします。
1.

去る 7 月 12 日の安倍元首相の葬儀に関して、狛江市では公立学校への半旗掲揚の指示は

なかったと聞いていましたが、その後東京都教育委員会が半旗掲揚を求める内容が記された文
書を都立学校に送っていたことが分かった｡ということが報じられていました。その文書は狛
江市教育委員会にも送られてきていたのでしょうか。その間のいきさつをお聞かせください。
2.

政府は来る 9 月 27 日に安倍元首相の国葬を行うとしています。国葬にするというのには

いろいろ問題があると思われますが、私たちはたとえどのような形であれ、ある個人の葬儀に
関して児童・生徒に弔意を強要するようなことは正しくないと考えています。もしそれに関し
て文部科学省・東京都教育委員会から通知などあった場合、狛江市教育委員会としてどのよう
に対処なさるおつもりでしょうか。
以上 2 点についてご回答いただけますようお願い申し上げます。
提出したときの指導室長の返事

応を尋ねて見ました。

1． については都教委からもどこからも

1.

通知は来なかったので何もしなかっ

たので何もしなかった。

た。
2．

についてはどこからも通知はなかっ

2.

についてはまだどこからも通知は来

についてはもし総務省などから通知
が来れば断るのは難しいのではない

ていない。来なければそれでよし。来

か。

たらその時市長部局とも相談して検討

と言うことでした。これでは教育委員会も危

する。回答はそのときにする。

ないかな、と心配です。

ついでに市長室の窓口でも市としての対

☆新 日 本 婦 人 の 会 狛 江 支 部 は 8 月 22 日、柏原教

☆日 本 共 産 党 市 議 団 は 8 月 20 日、松原市長・柏

育長に対し、「学校、教職員に対し弔意の表明を強

原教育長に対し「すべての市民や子ども達、教職

制しないでください」他２点の要請を提出し面談を

員に安倍元首相への弔意強制を行わないことを強

申し入れましたが、個別に会うことはしていない、

く求める要望書」を提出しました。

要請には文書で回答するとの対応でした。

⑤

９月の市民運動などの予定
※今月、市民運動団体などが予定している各種会議やイベントなど、日程を掲載するコーナーです。編集
部が把握する情報には漏れがあると思いますので、ぜひあなたの情報をお寄せください。
※本紙に折り込んでほしいビラなどがありましたら、320 部用意してください。会報製本・仕分け作業日
前日が締め切りとなります。折り込み希望の方は、可能な限り、会報の製本・仕分け作業をお手伝いくだ
さい。
日

時

会場など

3 日(土)
17 時～18 時

狛江駅前北口
広場

9 日（金）
17 時 30 分〜
18 時 30 分

狛江駅前

内

容

問い合わせ先など

Silent Standing

平和憲法を広める狛江連絡会

９の日行動

戦争なんてイヤだ！狛江市民実行
委員会

＝駅前署名・宣伝行動
フラワーデモ
性暴力に抗議するスタンディ

新婦人狛江支部の会員の呼びかけ
で行っています。お花を持って参加
を！

11 日（日）
16 時〜17 時

狛江駅前

16日（金）
10 時～12時

中央公民館
第2会議室

《平和憲法を広める狛江連絡
会》《こまえ九条の会》合同
世話人会

新しい方の参加大歓迎です。

16 日（金）
14 時〜
15 時 30 分

東京土建狛江
支部会館

こまえ社保協
事務局・役員会

各加盟団体の皆さんは、ご出席くだ
さい。

17 日（土）
10 時〜15 時

駅前広場

くらしフェスタこまえ 2022

東京土建、新婦人狛江支部が参加し
ます。

19 日（月・休）
13 時 30 分〜

代々木公園
野外ステージ

21 日（水）
17 時 30 分〜
18 時 30 分

狛江駅前

24 日（土）
14 時〜16 時

中央公民館
講座室

狛江市職員雇い止め裁判

26 日（月）
14 時～16 時頃

みんなの広場

拡大世話人会

27 日（火）
9 時 30 分
～11 時頃

みんなの広場

ング

第 48 回狛江市消費生活展
さよなら戦争・さよなら原発
９•１９大集会
《消費税をなくす狛江の会》
の署名行動

不当判決報告集会

12 時 30 分狛江駅集合
戦争なんてイヤだ！こまえ市民実
行委員会
民主商工会や東京土建狛江支部な
どが中心に第４水曜日の行動です。
狛江市職員雇い止め裁判を支援する会

世話人以外の方の参加歓迎です。

豊かな会会報『豊かな狛江』9
月号の製本・仕分け作業

ぜひ！手伝いにきてください。

※コロナ感染状況によっては中止になる場合もあります。

安倍元⾸相「国葬」反対！９・27 国会正⾨前⼤⾏動
9/27(⽕)国葬と同時刻（14 時予定） 国会議事堂正⾨前
主催：安倍元首相の「国葬」に反対する実行委員会

⑥
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経済に挑戦]

ロシア・ウクライナ戦争と台湾海峡危機における日・米・中関係
永山 利和(元日本大学教授)

世界銀行(WB)、国際通貨基金(IMF)、経済協力開

場拡大を当然とする政策を平然と受け入れている。

発機構(OECD)等の国際機関は、いま日本で報道され

政権主流は、岸・安倍一族の反中・親米思想を、

ている以上に世界に進む経済危機、地政学的危機対

ロ・ウ戦争を台湾海峡危機に重ね、台湾海峡危機を

応への探求を求めている。ロシアのウクライナ侵攻
(以下、ロ・ウ戦争)が現代の世界危機を種々“展覧”

米・中戦争に引写して日本軍国化を目指す転機に据
えている。

した感がある。国際機関は戦争がもたらす危機とと

日本国民は、ウィグル自治区、香港制圧の事例か

もに経済危機への対策を訴える。今、改めて、戦争

ら、台湾の強行併合を連想し、ロ・ウ戦争との対比

が生む、我々の感性、意識、志向そして政治行動の

で、日本の対応策を対米戦略の誘導策に引込まれる。

国民的、市民的基礎での論議が欠かせない。

だが、中国の台湾武力制圧には多大の犠牲を生むこ

ちなみに OECD は 2022 年 6 月 8 日に発表した『経

ともロ・ウ戦争が見せる。この経験効果を中国は日

済見通し』は世界経済が失速しつつあり、昨年 12

本以上に良く見ている。台湾海峡危機は、対ペロシ

月発表に比して実質経済成長率を 3％に 1.5％下方

訪台を含めれば 4 回ある。台湾の軍事占領の軍事力

修正した。各国の成長率に格差があるものの、世界

を考慮し、注目の日米協力いかんで、ロ・ウ戦争の

経済は新型コロナ感染症による 2020 年世界不況を

比でない代償を中国が求められる。そもそも台湾の

解消すると見込むものの、ロ・ウ戦争の大きな“代

武力制圧は、費用対便益効果から見て間尺に合わな

償”を”世界全体で分かち合う“必要があると訴え
る。

い。軍事消耗よりも中国は台湾工業を基礎とする経
済力喪失が、中国の台湾制圧を躊躇させている。日

注目すべきは先進諸国の中で、日本とドイツが世

本の論議にはそうした現実的戦争論議を抜きに、危

界から遅れが予測されている点だ。というのも、
「大

機だけを煽り、煽られる効果が強い。政治の現実は、

きな暗転」、
「四面楚歌」様態にあると記述した IMF

冷徹な戦争行為の基本的論議を嫌う。政権側の防衛

の「経済見通し」のなかから見える状況認識は謙虚

論議ずらしを止め、国民的論議が戦争の愚を止める。

に受け止めるべきだろう。なぜなら各国国民総生産

ロ・ウ戦争から学ぶべきは、ロ・ウ戦争でのアメ

(GDP)を 2020 年、2021 年の実績と 2022 年見通しの

リカの役割が武器商人なのであって、武器商人の代

累計数値は、中国経済に傾斜し、ロシアにエネルギ

理戦争(日本の参戦)を推進するが、軍隊は投入しな

ー供給依存したドイツ、政治的緊張およびエネルギ

い戦略に米国が転じていることである。アメリカは

ーの中東・ロシア依存で類似した日本の両国に迫る

朝鮮、ベトナム、イラクなどの国際戦争実施の教訓

大きな転換に注目するからだ。両国ともロ・ウ戦争

から、「代理戦争方式」を“開発”した。台湾海峡

が生む危機と両国が対米および対中関係調整に弱
い環を有し、中・露との関係調整に苦慮している状

危機は日本の危機だという政権の命題は、アメリカ
の代理戦争論から見れば、安倍政権が推進した米軍

況に着目するからだ。

の軍事行動に自衛隊が参戦することこそ、ロ・ウ戦

日本の政治、社会、報道状況は、新型コロナ感染

争におけるアメリカの戦闘方式にとって“好ましい

症危機以降に生じた経済社会の危機を“戦略的”論

モデル”である、とみる必要がある。これは、岸・

議に弱い。というのも、欧州、米、日のロ・ウ戦争

安倍一族が想定した以上に、未来志向に進化したア

に潜む危機と危機対応には大きな違いがある。とく

メリカの世界覇権維持、巧妙な覇権戦略新規継続を

に日・米関係に対し、国家、国民に覇権国米国そし

構築する路線と見るべきだ。ロ・ウ戦争はこの視点

て中国に対する“気軽さ”があった。日本の政権及

を、日本国民への警告、助言とみるべきである。そ

び政権党は、ウクライナ危機が台湾海峡危機を並べ、 の視点はウクライナからのメッセージであって、ウ
防衛費の対 GDP 比 2 倍化、新兵器装備という兵器市

クライナ国民を見捨てる姿勢と真逆である。
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こまえ平和フェスタ 2022
観客を入れて、無事に終える
西尾真人
私は実行委員の一人です。始めに、出演・作品出

迫力満点、観

品のご協力をはじめ、沢山の市民の皆さんから協賛

客から盛大な

金、案内状の配布・ポスターの張り出しなど様々に

拍手を受けて

協力していただいたことにお礼申し上げます。平和

いました。

フェスタは市民の手作りであることを、今年も実感

狛江市平和

しています。

都市宣言 40 周年記念企画、矢野元狛江市長の手記

8 月 21 日（日）、西河原公民館ホールで、３年ぶ

は 2005 年に平和フェスタが共催でスタートしたと

りに観客を入れて開催しました。観客 50 名弱に、

きの行政側からの見方と、平和都市宣言を決議した

出演者、実行委員、協力者等々で約 100 名です。同

当時の社会情勢や市民の一人として市民運動に関

時にユーチューブによるオンライン配信（延べ 300

わった経験、議員として全会派賛成に至る議会内の

名）を行いました。手話通訳は付けましたが、舞台

調整などが語られました。10 周年記念平和作文コ

の狭さや財政上から要約筆記はしませんでした。そ

ンクールで優秀作品受賞者の西川（旧姓黒田）美喜

のことで来場を断念された方もあり、来年、エコㇽ

さんがニューヨーク州の自宅からオンライン参加。

マホールで開催されるときには復活させたいと思

作文を応募した頃は本や映画の世界で戦争の実感

います。

はそれほどなかったが、アメリカ留学中、9.11 で

コロナ感染症対策のために、定員の半分以下、事

雰囲気は一変し、当時はイラク戦争反対を言える状

前予約制、関係者には抗原検査キットを事前に渡し、 態ではなかったことなど話されました。
検査を義務付けました。秋葉忠利元広島市長は来狛

メインは秋葉元広島市長の「戦争も核兵器もない

を強く希望されていましたが、医者から感染リスク

世界へ～市民からの声と行動を～」の講演。沢山の

上、止めるよう提言されて、残念ですが Zoom によ

パワーポイントを駆使して、話しの道筋を示し、最

るオンライン講演となりました。また、手違いによ

初にウクライナ戦争の停戦目標に始まり、核兵器国

り矢野裕元狛江市長も出演かなわず、手記を寄せて

に先制不使用を表明させることは実現可能であり、

いただき、佐久間均副実行委員長が代読することに

もって核兵器廃絶は可能であるとの力強い話でし

なりました。毎年、挨拶をいただく松原俊雄市長、

た。そのためには市民の運動がいかに大きな役割を

谷田部一之市議会議長も都合によりビデオメッセ

果たしているのかを具体的に丁寧に話されました。

ージとなりました。
一方で、配信のユーチューブのオンラインは前半
の無線状況が悪く、とぎれとぎれになったりしてし
まいました。手直しをして後半は改善されましたが、
オンライン視聴者には大変なご迷惑を掛けました。
この紙面をお借りしてお詫びいたします。
こうして多難な中、開催された平和フェスタです

広島にちなんだ「ヒロシマの有る国で」を狛江ぞ

が、増田善信さんの戦争体験（海軍気象士官として、

うれっしゃ合唱団が、
「広島 愛の川」を調布狛江合

島根県大社基地から特攻隊員を送り出す役目）を取

唱団が会場に響かせ、エンディングは恒例の「水と

り入れた朗読劇「天気予報が消えた日」（脚本・演

緑のまち」の合唱で終わりました。

出、二階堂まり）を若者３人が好演、音楽と映像で

久しぶりの観客と拍手による一体感に私も少し

⑧

熱くなりました。

短歌、絵手紙はオリジナルです。中央公民館２階ギ

見逃して欲しくないのは展示です。

ャラリーでは 8 月 31 日まで平和作文応募者３人（旧

このニュースが発行されている時はすでに西河

姓黒田さん、宮川さん、瀬堀さん）へのインタビュ

原公民館の展示が終わっていますが、川柳・俳句・

ー記事、桑田富士子さんの戦争体験記事が展示され
ています。どうぞ、お見逃しなく。
以上の内容は、後日、こまえ平和フェスタのホー
ムページで観られる様にしたいと思います。

http://komae-heiwa-fes.clean.to/

狛江市都市計画マスタープラン改定・立地適正化計画策定（素案）の
パブリックコメントが募集されています。
狛江市のまちづくりの基本となる都市計画マスタープラン改訂と国の考え方に沿った立地適正化計画
（素案）とが作られ、説明動画の配信（９/６ま
で）、パネル展示（8/30 まで）およびパブリッ
クコメント（９/６必着）が行われています。
狛江駅、喜多見駅、和泉多摩川駅の周辺開発計
画が進められようとしています。
270 ページ近くある資料ですが、目を通して
パブリックコメントを出しませんか。
狛江市ホームページ
ホーム＞暮らしのガイド＞住まい＞都市計画＞
都市計画マスタープラン改定および⽴地適正化計
画の策定

パブリックコメント：９⽉６⽇(⽕曜⽇)（必着）
提出⽅法：持参、郵送、ファックス、メール
（tokeit01@city.komae.lg.jp）または専⽤フ
ォームから、⽒名、住所、市内に在学・在勤の
⽅および市内に事務所または事業所を有する⽅
はその名称・住所を記⼊の上、まちづくり推進
課都市計画担当へ。

⑨

エコル マホールのオ ープニングに
なぜ海 上自衛隊音楽 隊？
改装中のエコルマホールが 12 月 11 日にリニューアルオープ
ンします。ところがそのオープニングセレモニーに海上自衛隊音
楽隊が登場するというのです。
エコルマホール（こまえ市民ホール）は、狛江市の文化・ 芸術
活動の拠点として 1995 年オープ ンしました。「音楽の街狛江」
には多くの音楽グループが活動しています。市民ホールのリニュ
ーアルオープンを祝うなら、市民グループの演奏がふさわしいと
思います。出演者の選定に音楽団体や市民は関わっているのでし
ょうか。
憲法９条の改定、軍事費倍増などがちらついてしまい、薄気味
悪さを感じるのは私だけでしょうか。
（中和泉 周東三和子）

狛江の自然

ハシビ ロガモ
他のカモ に比べて、くちばしが大きくて幅が広い。逆 に、このカモ のくちば
しの歯は 非常に細かく、 水面に口ばしを這わせ、小さ なプランクトン や草の
実を食べ る。10 月〜 4 月に狛江〜川崎の多摩川の岸辺で毎年 観察できるので
一見の価 値あり。
高橋 廉（岩戸在住）

⑩

