原爆投下 年目
核廃絶は国際的な流れ
今 年も 原水爆 禁止 世界大 会が 広島、 長
崎で 開催 されま した 。日程 は８ 月３～ ５
日に 国際 会議、 ５～ ６日に は広 島大会 、
７～ ９日 に長崎 大会 。私・ 富田 たくも 杉
並の 代表 団の一 員と して長 崎大 会に参 加
いたしました。
１ ９５ ４年 月１ 日にア メリ カが行 っ
たビ キニ 環礁の 水爆 実験で 、第 五福竜 丸
など 多く の遠洋 漁船 が被爆 した のをき っ

りました。そのきっ
かけを作 ったのは
杉並区和 田地域に
あったお 魚屋さん
といわれています。
杉並か ら広がっ
た原水爆 禁止署名
運動が現 在も多く
の国民や 海外代表
が参加す る世界大
会として 続いてい
ます 。ま た、 この運 動は 世界の 核廃 絶の
流れをリードしてきました。

し かし 、日 本政府 は、 核兵器 禁止 条約
の交 渉開 始や 核兵器 の使 用禁止 を求 める
決議 、非 同盟 諸国提 案の 核軍縮 決議 など
核兵 器廃 絶に つなが る国 連決議 に棄 権し

つづ けて います 。 カ国 が支持 した 核兵
器の 非人 道性 を告発 し禁 止を訴 えた 共同
声明への賛同も政府は拒否しました。
こ のよ うな 政府の 態度 に対し 大会 に参
加し たオ リバ ースト ーン 氏（映 画監 督）
は「 安倍 首相 は右翼 的で 非常に 危険 な人
物だ と思 う。 歴史を 学ぶ ことこ そが 、過
去の過ちを決して将来に繰り返さない道。」
と語りました。
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日本共産党杉並地区委 員会は以上の見解を発表し ました。
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かけ に原 水爆禁 止運 動が国 民的 運動に な
日本政府は
核廃絶に後ろ向き！

↑世界大会に参加した杉並代表団。

です。

富田たく
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原水爆禁止2013年世界大会に参加しました！！

↑オリバーストーン氏（映画監督）

～ こんにちは富田たくです ～ 2013.9.1 №79

異 常 気 象 ？ ！ ゲ リ ラ 豪 雨 の 浸 水 被 害 に つ い て
８月１２日に発生したゲリラ豪雨で杉並区内では道路の冠水や床上浸水などの被害が発生しまし
た。杉並区は被害状況について未だ集計中としておりますが、８月２３日現在での被害状況を取り
寄せたので皆様にお伝えします。
◆８月１２日の浸水被害状況（８月２３日現在）
○民家（計４１世帯）
○店舗、店舗等併用住宅（計２０か所）
床上浸水・・・１９世帯
土間上浸水・・・１９か所
善福寺(2)、清水(1)、高円寺北(1)、荻窪(2)、
清水(1)、上井草(4)、阿佐谷南(9)、下井草(1)、
天沼(4)、上荻(1)、阿佐谷北(1)、下井草(2)、
西荻南(1)、井草(1)、成田東(1)、荻窪(1)
阿佐谷南(1)、西荻北(1)、上井草(3)
その他の被害・・・１か所
床下浸水・・・７世帯
下井草(1)
善福寺(4)、井草(1)、阿佐谷北(2)
ごく短時間の局所的な豪雨により下水道管の
排水容量を超えて水があふれ被害が出ました。
駐車場ほか・・・１５世帯
善福寺(2)、上荻(2)、荻窪(1)、上井草(7)、 今後も台風通過などで同様の可能性があります。
今回被害がなくても、水害の不安などありまし
井草(1)、清水(1)、本天沼(1)
たら、お気軽にご相談ください。
富田たくメール：info@tomitataku.jp

↑立派な殻のヒダリマキマイマイ

安 倍 政 権 の
暴 走 を ST OPP! !
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【ご購読の連絡先】
◇日本共産党 杉並地区委員会
TEL：3314-5551
FAX：3318-1492

杉並の いきもの 紹介

＞オナジマイマイ科

高円寺南の
『
ヒダリマキマイマイ』

◆和名： ヒダリマキマイマイ
◆学名： Euhadra quaesita
◆分類： 軟体動物門＞腹足綱＞有肺目

６ 月中 旬の 梅雨 時期 にで あっ た「 ヒダ リマ キマ
イマ イ」 です 。立 派な 殻を 背負 って ゆっ くり とコ
ンクリート塀を移動していました。
カ タツ ムリ の仲 間は 陸に 住む 貝の 仲間 （陸 貝）
に分 類さ れま す。 鰓（ えら ）は 退化 し外 套腔 （が
いと うこ う） とい う器 官が 呼吸 のた めの 肺の 役割
をしています。
彼 らは 移動 能力 が低 いた め、 地域 ごと に様 々な
種類 に分 化し てい ます が多 くは 右巻 きの 殻を もち
ます 。今 回出 会っ たの は左 巻き のカ タツ ムリ で、
この 種は 本州 北部 に分 布し 、比 較的 良く 見る 種類
です 。出 会っ たこ ろは 梅雨 の最 中で 元気 に活 動し
ていましたが、今年の夏は猛 暑が厳しかったので、
どこかで干 からびてないか少しだ
け心配です。

いきものデータ
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放射線量測定します！
ご自宅の周りや公園など放射線の
気になる場所はありませんか？
ご希望がありましたら、
私たちの測定器で測定します。
お気軽にご連絡を！
ﾒｰﾙ：info@tomitataku.jp

