連載

日米地位協定を考える ②

校庭へ米軍ヘリ窓落下１年
日のＮＨＫ総合テレ

み時間には、今も教師らの判
断で児童を避難させていま

共産党池田支部

項目の予算要望書を町に提

たが、事実は学校の上空を飛

「学校の近くを」と言いまし
提出しました。毎年この時

今年も町に予算要望書を

す」とナレーション。しかし

難なんかしないで前のように
期町民の皆さんの切実な要

の充実（６項目）町づく

き、そこに掲載されたご意
見も要望項目に加えまし
た。
要求項目は、〇医療・介
護・高齢者福祉の充実（３

月４日に、両議員と支

としました。

項目

来年は町議会議員選挙な

んに報告しています。

して回答をいただき、皆さ

思いっきり遊びたい。早く基
前号でお知らせしたよう

求を町に届け、各課で検討

ます」と、不安や訴えを書い
に、沖縄防衛局が学校に派遣

んでいると言った方が正確で

た作文を読み上げるシーンを

は？

放映しました。
ので、

臨時国会が閉会しました。
もともと国民が望んでも

部長が要望書を持って役場
へ行き、町長、副町長、総
務課長に内容を説明し、お
渡ししました。
日までの回答をお

（８項目）〇防災対策の充
「池田民報」で皆さんのお

願いしましたので、内容は

１月

実（５項目）保健・衛生の

項目）〇教育・保育の充実

項目）の、合計

り・観光・生活などの充実

でに７００回以上も避難誘導
ンケート」を全戸に届け３

いをしているよね。普通に勉
安倍晋三首相が執念を燃や
いないのに、憲法９条に自

（

月に「町政要求ア

今も学校の近くを飛行してい
しているのですから。

強して、遊んでということが
す憲法「改正」の自民党案
衛隊を書き込むなどの改憲

４０人から回答をいただ

池田九条の会

米沢敏夫

て、グラウンドでの授業や休

アナウンサーは「軍用機は

した監視員が２月から９月ま

地がなくなればいいなと思い

全校集会で「基地なくなればいいな」と児童が
今月
ビは昼のニュースで、米軍ヘ
リコプターの重さ８㎏の窓
が、基地に隣接する普天間第
二小学校グランドに落下して
１年のこの日、全校集会が開
かれたことを報道しました。
テレビは、校長が「去年、
事故が起きたために、運動場
が使えなくなったり、避難し

自民党改憲案提示できず

願いだったよね」と生徒に語
を今国会に提示しようとい
を強行するのは、憲法の大

臨時国会閉会

りかけ、そのあと児童の代表
うたくらみが、国会の憲法

す。

が、「いつヘリや飛行機が落

改憲スケジュールを狂わ

宅へお届けする予定です。

内閣改造・党役員人事で
せたのは、「安倍改憲」の

充実（３項目）〇産業振興

異例の「改憲シフト（布
強行に反対する野党と国民

俳句

原則である立憲主義を破壊

陣）」を敷き、国会にまで
の力です。その力をさらに

○記憶の底チェルノブイリの冬の空（みち子）

審査会が開かれず、不可能

号令をかけて、改憲論議を
強め、首相があくまで固執

○南天の災い転ずる実の多き（百子）

が「山小（やましょう）の給

山形村に住んでいる孫たち
育園と山小に運ぶのは大池さ

荷農家に野菜を取りに行き保

山の子保育園の３か所で、出

月定例議会一般

う」という言葉に納得。

ファンク

毎月、生産者が山小に行き

３丁目

山本久子
具体化は、②学校と地域の
連携で自殺防止対策を、③
生活保護引き下げの影響
は、④高齢者の足の確保に
ついて、を質問しました。
詳細は議員の「たかひこ

牛越邦夫

通信」「あいそめ通信」を
ご覧ください。
中島

総会と新年会
次の日程で行いますので、お誘いあって
御出席ください。
日時 ２月 日（日）午前 時から
場所 多目的研修センター （林中）
会費 ８００円
議題 ・前年の活動報告と会計報告の承認
・２０１９年の活動方針と予算の承認
総会に引き続き、新年会を行います。歌やゲームなど楽
しい企画をお楽しみください。手作りの料理もご用意しま
す。
お申し込みは議員、ファンクラブ役員までお願いします。

ファンクラブ主催の「総会と新年会」を

お誘い

服部議員は①給食費減免の

災対策について、を質し、

の保全対策について、②防

田町平坦部の水道用地下水

共産党の薄井議員は①池

だと思いました。

日間行うことを考えるべき

日曜議会一般質問を傍聴して

うです。

も健康に留意され、頑張って
天 候 不 順 で 希 望 に 応 え ら れ ず ました。
ク レ ー ム が く る こ と も あ る そ 「 そ れ は 栄 養 士 の 違 い だ と 思 欲しいと思いました。

上の孫は中学２年生で「山

納入は魅力があるとのお話で

食はとてもおいしいよ」と言
んの仕事だそうです。鉢盛中
学では持ちにきてくれるそう
です。
町議会

日
名全員

名、午
名でいつもより

話していました。

保するため土曜・日曜の２

うです。時間をしっかり確

質問を進めた議員もいたよ

くしたため、駆け足気味に

質問時間は一人

分と短

かって良かった」と感想を

っと議論していることが分

た、少し疲れましたがきち

「初めて議場に入りまし

なり参加していました。

はるかに多く、若い人もか

後はのべ

傍聴者は午前中

て質問に立ちました。

が、町の様々な問題につい

今回は議長を除く

の日曜日に開かれました。

ている休日議会として

質問が、昨年から実施され

12

ー」と思っていました。
学校へ野菜を納入している
議員をやりながらよくこん
なに頑張れる、と感心してし

月３日から７日までの発
種類以上の野菜・果物

注表を見せていただきました
が、

が記入されていました。山形

16

農家のとりまとめをやってい
るのが共産党の大池議員だと
まいました。
毎年どんな野菜が出荷でき

月２

日に実家のすぐ近くにある蕎
るか各農家からだしていただ

聞き取材をお願いし、
麦屋さんでお会いしました。
き、それを組み合わせて注文

軒くらい

していくようです。

（私も山小の卒業生です。）
年前からで、母

給食センターへの出荷が始
まったのは
給食を守る会」に
の農家が参加して出荷してい

村は多品目の野菜を作る農家
が多いので、組み合わせが出

ます。
納入先は山形小学校、鉢盛

来てうまくいくとのことでし

10

12

体となっている「安全な学校

31

中学（山形、朝日、今井）、

た。
気になるのは納入価格です
が、ビックやファーマーズガ
ーデンでは２割以上の手数料
が徴収され、袋に入れて値段
をつけるなどの手間がかかる

10

12

ので、少し安くても給食への

日

10

10

10

40

20

15

うのを何回も聞き「いいな

「安全な学校給食を守る会」の大池さんに

短歌、川柳、詩などお待ちしています。

読者の皆さまからの投稿を掲載します。俳句、

進めようとした首相の策動
する改憲を断念に追い込み

○姑に炊く粥にふわりと寒玉子（由美）

ちてくるかわからない」「避

35

小の方がおいしかった」と言 交流会を行っているとのこと
した。
良いことばかりではなく、 うので、大池さんに聞いてみ です。大池さんにはこれから

文芸欄

が、野党の反発と国民の反
ましょう。

する極みです。

10
12

対の火に油を注いだからで

になりました。

25

たり本当にみんなも苦しい思

35

山形村の学校給食はなぜおいしい

落下したヘリの窓
しんぶん赤旗提供
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