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原 発 ヤ メ ロ の 思 い 集 結 ！ ！ 今 度 は
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◇もう 黙っていられない！◇

↑ 新宿・ 澁谷・原宿の3方向
にわかれてデモ行進
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「未来の子ども達に『なぜあの時に原発を止めてくれなかったの』
と言われたくない、だから私は集会に来ました。」
ス テー ジに 立つ スピ ーカ ー から の話 に会 場全 体

↑ 思い思いの手作りグッズ
で原発反対をアピール

から 歓声 が上 がり まし た。 ７月 日の 代々 木公 園
で行 われ た「 さよ なら 原発 万人 集会 」で のひ と
コマです。
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主 催者 発表 では 万人 の参 加者 。強 い日 差し に
負け ず、 全て の原 発の 再稼 動 反対 、原 発か ら再 生
可能エネルギーへとうったえました。

集まった 万人の参加者 は
h 、各ステージ での集
会が 終了 する と、 新宿 ・澁 谷 ・原 宿の ３コ ース に
分か れて 、デ モ行 進を 行い 、 脱原 発へ の思 いを ア
ピールしました。

代々木公園に

↑ もんじゅ君も登場「1日５千万
円もおこずかいが有るの」

↑ ＮｏNukes幟でアピール

◆今後の各地のイベント予定◆
7/28 16時 「脱原発中野も」パレード
7/29 15時半「国会包囲キャンドルチェーン」
日比谷公園からデモスタート
8/18 16時半 福島支援盆踊りin高円寺
9/9 16時「パパ・ママ・僕の脱原発ウォーク」

杉並区民新聞

２０１２年８月号外 杉並区民新聞社 杉並区今川２－１２－２１
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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地域たすけあいネットワーク（地域の目）
杉並区の事業で地域たすけあいネットワーク（地域の目）というのをご存知で
すか？高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるように、地域の方々が見守
りを行うサービスです。
見守る側は「あんしん協力員」として杉並区にボランティア登録します。見守
られる側の高齢者も杉並区に登録し、区が地域ごとに協力員の担当を決め、見守
り体制を作っていきます。ケア24などを利用したことない高齢者の方々にとって
は、何かあった時の心強い相談役
◆あんしん協力員
となっていただけるので、ぜひご
事業の登録者（高齢者）に対して、日常の見守りを行います。 利用してみてはいかがでしょうか。
①定期的な声かけ
申し 込み・問 合せ
②日常生活での交流・見守り
③異変に気付いた時のケア２４への連絡

◆登録者（高齢者）
ひとり暮らしの高齢者や、高齢者のみの世帯の方が対象。ちょっ
とした話し相手や気にかけてくれる人が近くにいてほしいと
いう方、地域のつながりを作りたい方など。

↑頭まで真っ赤です

↑池の周りの小枝で一休み

原発再稼動 の撤回を ！
消 費税 増税 の撤 回を !!
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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

トンボ科

真っ赤な『
ショウジョウトンボ』

◆和名： ショウジョウトンボ
◆学名： Crocothemis servilia mariannae
◆分類： 節足動物門＞昆虫綱＞トンボ目＞

蚕糸 の森公 園の 池で出 会っ
たショ ウジョ ウト ンボで す。
頭から お尻ま で真 っ赤な 身体
で、優 雅に飛 んで いまし た。
名前の 由来は 鮮や かな深 紅と
いう意味の猩猩緋（しょうじょ
うひ） で、雄 は成 熟する と体
全 体が深 紅に 染まり ます 。雌 は薄茶 色で あまり 目立
ち ません 。赤 とんぼ と言 うと 秋のイ メー ジです がこ
の トンボ は春 から夏 にか けて しか見 られ ないそ うで
す 。腹が 広め で全体 が真 っ赤 に染ま るの で、ア キア
カネと見分けるのも難しくありません。

いきものデータ

杉 並区 保健福祉部
高齢者在宅支援課
地域連携推進係
℡：03(3312)2111
内線 3244～3249
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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！
とみたﾒｰﾙ info@tomitataku.j p

