です。

富田たく

参議院選挙
改選３から８議席へ
比例で５議席
東京・大阪・京都で議席
２ ０１３ 年７月 日 投開 票の第 回参
議院 選挙 で日本 共産 党は、 改選 ３議席 か
ら比 例代 表で５ 議席 、選挙 区で 東京、 大
阪、 京都 での３ 議席 、合計 ８議 席を獲 得
し非 改選の ３議 席を合 わせ て 議席 とな
り、 参議 院での 交渉 会派の 設立 と議案 提
案権 、お よび党 首討 論の権 利を 得るこ と
がで きま した。 選挙 区での 複数 議席の 獲

都議会議員選挙
改選８から 議席へ

ま た、 ６月 の東京 都議 会議員 選挙 では
杉並 選挙 区で 日本共 産党 の吉田 信夫 （現
職） が３ 位で 当選、 東京 都全体 では ８議

17

↑都議選・吉田信夫都議

席か ら 議席 へ倍 増以上 の躍進 とな り、
都議 会で 自民 、公明 に次 ぐ第３ 党と なり
ました。
６ 月、 ７月 の約２ か月 間にわ たり 多く
の方 々か ら格 別のご 支援 を日本 共産 党に
お寄 せい ただ いたこ と、 あらた めて 御礼
申し上げます。
自 民党 安倍 内閣の 暴走 政治で ある 「人
権と平和をないがしろにする憲法の改悪、
国民 への 過去 最大の 増税 、子ど も達 の未
来を 削る 原発 の推進 、日 本の産 業を 切り
売り する ＴＰ Ｐ推進 」に 真正面 から 対決
し、 国民 の生 活と平 和を 守る政 治の 実現
に向 けて 、こ れから も全 力を挙 げて まい
りま す。 引き 続き皆 様の 温かい ご支 援と
厳しいご指導をお願いいたします。
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得は 年 ぶりで 、 代の 若さ溢 れる 議員
が誕生したことに喜びを禁じえません。

吉良よし子３位で当選

↑参議院・吉良よし子議員

22

30

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。

杉並区民新聞 ２ ０ １ ３ 年 ７ 月 号 外
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2013.7.28 №78

こんにちは 日本共産党 杉並区議会議員

日本共産党杉並区議団控室
電話：3312-2111(2319) FAX：3312-2610
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.tomitataku.jp
ﾒｰﾙ：info@tomitataku.jp
ﾂｲｯﾀｰ：@tomita_taku

2013年 都議選・参議院選挙 終了！！

～ こんにちは富田たくです ～ 2013.7.28 №78

２０１３年参議院選挙での比例区（東京都、杉並区）および東京選挙区の開票結果。

カマキリ科＞ハラビロカマキリ属

↑けっこう可愛い顔のハラビロカマキリ

一歩一歩確実に
皆 様 と 共 に

3,400
800

【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

◆和名： ハラビロカマキリ
◆学名： Hierodula patellifera
◆分類： 節足動物門＞昆虫綱＞カマキリ目＞

高円寺の空き地の
『
ハラビロカマキリ』

７ 月初旬、参 議院選挙期間
中に 出会った「 ハラビロカマ
キリ」の幼虫です。
暑さのためか動きが散漫で、
手を 出したら逃 げる気配もな
く登ってきました。
翅 が未成熟で ハラビロカマ
キリ の幼虫の特 性といわれる
腹部 を反らせる 独特の格好を
して います。そ の腹部は葉っ
ぱを 連想 させ る形 をし てい ます 。カ マキ リと いう
と昆 虫の 中で も捕 食す る側 とし て知 られ てい ます
が、幼虫の時期は草むらの中で葉っ
ぱをまねて 隠れる必要があるよう
です。それ にしても、首をかしげ
た表情がカ ワイイと思うのは僕だ
けでしょうか。

いきものデータ

47

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

