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 ■静岡選挙区開票結果 
  
 当 ５８５，２７１ 牧野京夫  自現（３） 

 当 ４４５，８６６ 榛葉賀津也 国現（４） 

 ◎ ３０１，８９５ 徳川家広  立新  

 ◎ １３６，６２３ 鈴木千佳  共新  

    ４８，７３９ 畑山浩一  諸新  
（当選者の丸数字は当選回数◎印は法定得票を得た人） 

しずおか                                           ２０１９年 ７月 ３１日            

県勤協連ニュース    ３４７号 
                     

静岡県勤労者協議会連合会 

                    TEL・FAX 054-273-5130 

 

                ホームページ   http://kinrokyo.net/shizuoka/ 

                  Ｅ－メールアドレス shizuoka@kinrokyo.net  
 

 第２５回参議院選挙施行  
改憲勢力「3分の 2」を割り込む 

 

第２５回参議院選挙は７月４日公示、７

月２１日投開票が行われ、安倍政権下での憲

法改正に前向きな「改憲勢力」は８５議席に

達せず、非改選の７９議席と合わせ 3 分の２

（１６４議席）を割り込みました。 

 しかし、安倍首相は残り２年余の総裁任期の

中で「憲法改正に挑んでいきたい」と主張する

とともに、野党の一部の取り込みにも意欲を示

しています。私たちは、引き続き平和憲法を守

り、憲法理念を目指す闘いの強化と、立憲野党

との連携の強化が求められています。 

 勤労協に結集する皆様に今回の参議院選挙に対するご支援とご協力に感謝申し上げます。 

静岡県の投票率は、５０・４６％（前回５５・７６％）、比例代表５０．４５％（前回５５．７５％）

でした。 

 選挙結果については、２０１９参院選データファイルの一部を掲載しました。 
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原水禁県民会議２０１９年度総会開催 
 

 原水禁静岡県民会議の２０１９年度総会が

７月２８日（日）１０：００から、静岡労働会館

で開催されました。 

総会は神谷康仁代表委員の挨拶を受けた後、鈴

井孝雄事務局長から２０１９年度活動方針とし

て、①核兵器廃絶に向けた取組み②被爆者援護の

取組み③脱原発・エネルギ－政策の根本的転換を

求める闘い。を進めていくことを決定しました。 

２０１９年度役員 

代表委員 橋本勝六（社民党） 神谷康仁（全農林） 

事務局長 鈴井孝雄（県平和センタ－） 常任幹事 ５団体６地域 

 

 総会終了後、引続き原水禁世界大会静岡県代表団の結団式と第４回高校生ピ－スフォ－ラム（旧名

称：平和シンポジウム）を行いました。 

 （写真：6月 19日、『高校生平和大使』はバチカンでローマ法王に謁見し、核なき世界の実現を訴え

ました。「日テレ NEWS24」より） 

 

西伊豆町中国人殉難者慰霊の集いに参加 
 

中国人殉難者慰霊の集いが、今年も６月２３日

（日）午前１１時より西伊豆町大沢里白川の地、中

国人殉難者慰霊碑前に於いて、西伊豆町と白川町内

会の主催で開催されました。 

伊豆の国市勤労協から 13 名、三島市勤労協から

８名が参加しました。 

集いは、慰霊の辞が星野西伊豆町長、栗原静岡県

日中友好協

議会理事長

が述べられ、

東福寺住職

の読経で焼

香が行われ

ました。 

碑文には、太平洋戦争末期、多数の中国人が強制的に連行さ

れわが国の鉱山土建、荷役等の労働に従事させられた。その一

部、１７８名が当時仁科村（現西伊豆町）にあった戦線工業に

就労したが当時の極度に悪かった食料事情と強制労働のため、

ものうち９２名が現地において死亡したとあります。 

このような悲惨な犠牲をもたらした戦争への反省と、今後の

日中友好が長く続く事を願い現地を後にしました。 
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☆伊豆の国市勤労協 

令和ボウリング大会を開催 

  恒例のボウリング大会を７月２０日（土）午後６時

より、大仁ボウルに於いて、１０レ－ン貸切りで３８名

の参加で実施致しました。 

 今回は女性議員１名参加をいただき、伊豆箱根職場、

郵便局ＯＢ、各地区、女性、ファミリ－の各チ－ムで８

０歳から５歳の園児の多彩なメンバ－でプレ－を行いま

した。 

 プレ－は幼児の投球台からのプレ－に親子の声援、ス

トライクの連続に声援、やっとストライクに声援、パア

－を取れての声援とレ－ン以外からの声援もいただきま

した。 

 皆さん、８０歳から５歳の園児まで、好プレ－

珍プレ－に和気あいあい和やかな一夜を楽しむこ

とができました。 

成績は以下の通りです。 

優 勝：渡辺広明（四日町）スコア ２９３点 

準優勝：伊郷一典（伊豆箱根）   ２９０点 

３ 位：鈴木幸代（女性）     ２８７点 

ハイスコアー賞：鈴木幸代（女性） １６４点  

（通信員 小粥 崇男） 

 

☆掛川市勤労協 

沖縄の心を知ろう 

６月９日、私たち勤労者協議会は「沖縄問題を考える」をテ－マに富田英司先生を招き勉強会を開

催しました。いま、沖縄の人々は「オ－ル沖縄」の名の下に「辺野古新基地建設絶対反対」の立場で

毎日座り込みを展開し、辺野古埋め立てを止める実力行動をとって闘っています。 

 私たち本土に住む人々の中には、世界一危険な町のど真ん中にある普天間飛行場を辺野古という

「いなか」に移すのをなぜ反対するのか分からないという人がいます。 

しかしこれは、まったく違います。辺野古新基地は普天間ヘリコプタ－基地とは似ても似つかぬ巨

大な最新鋭の基地です。爆撃機やＦ３５Ａステルス戦闘機が離着陸するＶ字型滑走路を持ち、基地に

は３０００名の海兵隊員が乗り込んで上陸用舟艇、オスプレイ、Ｆ３５Ｂなどのあらゆる兵器、爆薬

を積み込む「強襲揚陸艦ボノムリシャ－ル」も接岸できる最新鋭の基地となり、そして巨大な「弾薬

庫」を持つのです。 

戦中戦後、銃剣とブルド－ザ－に土地を接収され、田畑も住むところも奪われてきた沖縄県民、日

本の米軍基地の７０．３％が今沖縄に厳然としてある現実、そのような中でさらに恒久的な新しい基

地を押し付けられることを沖縄県民は絶対認めることはできないでしょう。私たちはそのことを理解

し、沖縄県民の心を知り、共に平和国家日本を維持し、沖縄から基地をなくしていく取り組みをすす

めていかなくてはなりません。                      

（会長 堀内 武治） 

 

各地区活動報告 
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「風が吹くとき」は核戦争の恐怖を

描いたアニメ映画です 

       非核平和都市宣言アクション９ 

     ～消さないで！戦争の記憶 展～ 
  
 第二次世界大戦から７４年、あの忌まわしい戦争を知る世代も年々少なくなりました。 

 掛川市では戦争から学んだ教訓を忘れないよう高校生平和大使の広島派遣を積み重ねていただい

ていますが、まさに時宜を得た取り組みと言えるのではないでしょうか。非核平和都市宣言「かけが

わ」ですが、名実ともに生活の中に宣言の精神が息づく街になることを願いたいものです。 

 掛川市勤協は今年も次のように９回目の平和展を開催します。 

◎ と き  ２０１９年８月２２日(木）～２５日(日) ９～１７時 (最終日は１５時まで） 

◎ 会 場  掛川市立中央図書館 

 静岡市の平和資料センターから、多数借り受けるほか、篤志家からも協力をいただき、戦時物品、

写真パネルなど多数を展示予定です。あの時、あの頃あった現実を、ぜひご自身の目で確かめる契機

としていただきたく、多数のご来場をお待ちしています。   

 

 恒例『夏休み子ども映画会』にきてね 

日    時 会場 支部 上映内容 

８月１日(木） 
９：３０～ 大坂小学童保育所 

大東 
◎おこりじぞう 
◎消え去らぬ傷あと 

火の海大阪 
◎ドラえもん 
◎日本の昔話  
       等々 

１３：３０～ 土方小学童保育所 

８月２日(金） 
９：３０～ 横須賀小学童保育所 

大須賀 
１３：００～ 大渕小学童保育所 

８月５日(月） 
９：３０～ 中央小学童保育所 中央 

１３：３０～ 西山口小学童保育所 西山口 

８月６日(火） 
９：３０～ げんき・たつのこクラブ 

学童保育所 城北 
１３：００～ わくわくクラブ学童保育所 

８月７日(水） １３：３０～ さくらぎこども館クラブ学童保育所 桜木 

８月８日(木） 
９：３０～ 千浜小学童保育所 大東 

１３：３０～ 鳥居小公会堂 掛二 

８月９日(金） １３：３０～ ひまわりクラブ学童保育所 中央 

（掛川勤協ニュース第１２２号より） 

 

☆袋井市勤労協 

～袋井市非核平和都市宣言を考える～ 

『第 11 回平和写真展』ご案内 
 
■□ 日 時  ８月１１日（日）～２０日（火）９時～１７時  

※但し、初日は１０時～  最終日は１５時迄 

■□ 会 場  市民ギャラリー 市役所二階 

■□ 内 容   ①写真パネル ・沖縄戦の真実 ・原爆と峠三吉の詩  

②戦時下の資料品    

③ビデオ上映 ・風が吹くとき ・ひめゆり他  

みんなで「平和の花」を咲かせましょう 
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世界では、対立や紛争が絶えず、新たな軍事衝突も危惧されます。 

勤協の「平和写真展」は、悲惨な原爆・戦争の悲劇を伝え「命の尊さ、平和の大切さ」を訴えます。 

ご家族・お友達とお出かけ下さい。 

 

第６８回」定期大会＆交流会 開催 

６月３日、白雲荘において、役員・代議員３９名の出席

により定期大会が開催されました。 

議長に中島委員を選出し、寺井会長挨拶、堀内県勤協会

長他来賓挨拶と市長のメッセージ等披露した後、議案の審

議に入りました。 

提案された活動経過・決算報告や活動方針・予算案等は、

満場一致承認されました。 

大会で決まった新役員を代表して会長は、「仲間を増やし、

支え合って暮らしていく手助けとなる活動を進める。」との

決意を表明した。 

引き続き行われた交流会では、会員の皆さんが日頃の練習の成果を披露、見事な歌声と舞踊等でし

た。   

最後に袋井消費生活センターの 「ほーい布井劇団」の寸劇では、特殊詐欺の手口を再現して頂き、

被害に合わないための参考となりました。 

 

 

 

 

 

 

浅羽海岸 松林の下草刈り 

 ６月２日（日）、平成１７年からの浅羽海岸松林

再生事業として植樹した黒松の成長を妨げている

下草刈り作業（グリーンウェーブ活動）に、緑の

ボランテイアとして７名で参加しました。 

地元自治会、各種団体や市職員の皆さんと一緒

に汗を流しました。 

1 時間程で松に絡んだつる草や繁茂する下草を

刈り取りました。 
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カーブミラー清掃点検 

５月１１日（土）浅羽諸井地区３班１５名が、４８ヶ所で行動。 

「春の全国交通安全運動」の一環 

 

 

第１２回歌声喫茶 ５月２０日開催 

   参加者 27名はストレスも解消 

季節の歌 「茶つみ」 

♪ 夏も近づく 八十八夜  

野にも 山にも若葉が茂る  

あれに見えるは茶つみじゃないか  

あかねだすきに菅の笠 ♪  

皆さん歌ってみましょう。 

 

講師伊藤さんが、いつも心掛けていることは、廊下で帽子を被ることだそうです。 ？？？ 

   『廊下帽子』 （老化防止） 

（袋井勤協ニュース NO.440 より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


