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一七 日︑ 福島原 発の 事
故で放 射性 物質の 影響 に
ついて 心配 する子 育て 中
のお母 さん 達から ﹁区 と
して独 自に 放射線 測定 を
行って欲しい﹂﹁子どもた
ちの遊 び場 である 保育 園
や学校 の校 庭︑公 園の 砂
場に放 射性 物質は 無い と
いえる のか ︑調査 して ほ
しい﹂ と要 望が寄 せら れ
ました︒

放 射 性物 質の 測 定は 区
独自には行っていませ
ん︒二 三区 では国 が新 宿
区で測 定し ていま す︒ 都
内五つの大学の測定結果

につい て文 科省が 発表 し
ていま すが ︑一ヵ 所は 東
京大学 です ︒文京 区内 の
東大の 測定 データ が他 区
に比べ て高 いこと につ い
て区は ﹁要 因のひ とつ と
して︑ 各大 学等が 任意 の
場所に 測定 器を設 置し て
いるた め︑ 各測定 地点 の
条件の 違い による もの ﹂
とホー ムペ ージで 説明 し
ています︒
環 境 政策 課長 は ﹁土 壌
につい て測 定を検 討し て
いると ﹂し ていま すが ︑
区独自 に機 敏に測 定し 区
民に公 表す ること は自 治
体とし ての 最低限 の責 務
ではないでしょうか︒

新しい区議会の構成につい
て幹事長の協議が続いていま
す︒日本共産党の控室は従来
どおり区役所二二階の南側に
決まりました︒故小林進区議
が使用していたパソコンや机
を引継ぎ使用することも決ま
りました︒
■℡五八〇三 一-三一七 ︵直通︶

い判断 です ︒でも 地域 の
皆さん の銭 湯を残 して 欲
しいと の要 望はよ くわ か
ります ︒区 をはじ め行 政
の支援 があ ればお 風呂 の
施設を 復活 させた い︒ 今
のとこ ろ︑ 敷地を どの 様
に活用 する かは未 定﹂ と
話して くだ さいま した ︒
﹁山の 湯を 再建﹂ を求 め
る署名 を更 に集め 行政 の
支援を 求め る世論 を更 に
大きく する ことが ます ま
す大事になっています︒

就職情報会社がインターネット
上で開いているサイトに登録して
求人情報を得るのが今の就職活動
の普通のやり方になっています︒こ
うした﹁就活に疑問がある﹂と大学
生から相談を受けました︒儲け優先
の大企業は﹁就活﹂さえも商品にし
てしまいます︒生き方と働き甲斐を
真摯に模索する青年の願いに応え
るためにも﹁就活﹂にルールが必要
です︒

銭 湯 ﹁山 の湯 ﹂ のシ ャ
ッター に五 月二〇 日か ら
解体工 事が 始まる との お
知らせ が貼 り出さ れま し
た︒地 域の 銭湯利 用者 の
切実な 声や 地域コ ミュ ニ
ティー の場 として 銭湯 を
愛し︑ 存続 を望む 方々 の
声を伝 える ために ︑私 は
一五日 ︑銭 湯の土 地・ 建
物のオ ーナ ーＡさ んを 訪
ねまし た︒ Ａさん は﹁ 建
物や設 備は 老朽化 して い
るので解体はやむをえな

正面は島元区議団長、左は国府
田幹事長の位置にデスクを配置
してもらいました。

◎金子てるよしのブログ http://terukaneko.exblog.jp/ (携帯版)http://mblog.excite.co.jp/user/terukaneko/
◎「こんにちは 金子てるよしです」バックナンバーはこちらから⇒http://www.terukaneko.jcp‑tokyo.jp/

お知らせ 根津周辺に常設の事務所設置を検討中です︒救援募金は小竹事務所で受け付けています︒

文京新聞社発行 5 月号外 文京区根津 2-34-10 日本共産党は金子輝慶の政策などを次の通り発表しました。
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