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2 月定例会

平成25年
第1回区議会 （2月14日〜3月22日・37日間）
提出議案
●平成25年度東京都板橋区一般会計予算
●平成25年度東京都板橋区国民健康保険事業特別会計予算
●平成25年度東京都板橋区介護保険事業特別会計予算
●平成25年度東京都板橋区後期高齢者医療事業特別会計予算
●平成24年度東京都板橋区一般会計補正予算(第3号)
●平成24年度東京都板橋区国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
●平成24年度東京都板橋区介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
●平成24年度東京都板橋区後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
●東京都板橋区立公文書館条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区防災基本条例の一部を改正する条例
●水防及び災害応急処置の業務に従事した者の損害補償に関する条例
の一部を改正する条例
●東京都板橋区職員定数条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区長及び副区長の給料等に関する条例等の一部を改正する条例
●職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区工場立地法準則条例
●東京都板橋区営住宅条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区新型インフルエンザ等対策本部条例
●東京都板橋区障がい者介護給付費等審査会委員定数等条例の一部を
改正する条例
●東京都板橋区立福祉園条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区立障がい者福祉センター条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区立高齢者住宅条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介
護予防サービス事業者の指定に関する条例
●東京都板橋区指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営の基
準に関する条例
●東京都板橋区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及
び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた
めの効果的な支援の方法の基準に関する条例
●東京都板橋区道路占用料等徴収条例及び東京都板橋区道路占用料等
徴収条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区立公園条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例
●自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の一部を改正
する条例
●東京都板橋区改良住宅条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区立学校設置条例の一部を改正する条例
●北朝鮮の核実験に抗議し、
世界の恒久平和を求める決議
●平成25年度東京都板橋区一般会計予算に対する修正動議
●職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区国民健康保険条例の一部を改正する条例

・一般会計
1,806億3,000万円(0.5%減)
・国民健康保険事業特別会計
596億2,000万円(2.0%増)
・介護保険事業特別会計
317億9,000万円(3.2%増)
・後期高齢者医療事業特別会計 97億2,400万円(3.6%増)
計
2,817億6,400万円(0.6%増)
平成25年予算・主要事業抜粋

あたたかい人づくりナンバーワン

1,110億9,400万円

●人づくり力UP………96億1,260万円
・旧板橋区立若葉小学校の跡地に特別養護老人ホームを誘致
学校跡地を定期借地権方式で民間に貸付けるのは区では
初めての事業となります。
旧若葉小学校
公募内容
・老人ホームの他に防災拠点・地域
交流スペース・広場や緑地の整備
等求めています。
スケジュール
・平成25年4月 事業者決定・平成26年 建設工事着手
・平成27年 施設開設

●子育ち力UP………268億4,200万円
・新フラッグ完成 ! 広がる板橋発「赤ちゃんの駅」126万円
「赤ちゃんの駅」を民間の商業施設等へ拡大
するとともに自治体職員のみでなくNPO等子
育て支援グループを含めた協議会を設立しま
す。
これは23区初の試みです。

●医療・福祉力UP………746億4,000万円
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平成 年度予算審議を振り返って

２月 日から始まった平成 年度第１回区議会は︑ 日間の会期
の中で活発かつ緊張した議論が行われ︑議会の役割︑権能が強く感
じられる区議会でした︒そして３月 日に平成 年度予算を可決し
て終了し︑４月１日より新年度がスタート致しております︒
年度予算は対前年比０・５％
︵９億円︶
のマイナス予算ですが︑
その様な中にあって福祉費は前年
より４８億３５００万円の伸びを
示し
︵ ％となり︶
財政の硬直化は
限界にきております︒
私は︑第１回区議会初日の本会
議
︵２月 日︶
に自民党議員として
一般質問に立ちました︒内容は別
掲してありますが︑思いは６割を
越える福祉費対策・行政・政治は
人材・人間の心次第︑そして未来に向けた組織・教育のあり方を坂
本区長と議論を交わしたかったのであります︒さて予算審議に戻り
白熱した議論のいくつかを抜粋してご紹介します︒
１つ目は大山小学校の廃校についてであります︒区は児童・生徒
数の減少により廃校を求めて来ましたが︑議会は児童・生徒の減少
対策に区は有効かつ積極的な取り組みを行って来たか否かに強い疑
問が出されていました︒
２つ目は旧高島第７小学校跡地活用のシニア活動センター︵仮称︶
についてであります︒区はこの厳しい財政状況の中にあってもシニ
ア活動センターの開始に向けて提案されました︒議会は設計予算は
通したものの跡地活用については全面的見直しと板橋区の未来像を
描く中で区の活力と成長の核となるビジョンにすべきとの意見が多
く出されました︒
３つ目は﹁いたばし未来創造プラン﹂についてであります︒区は
厳しい財政の中︑持続可能な未来をつくる︒また東京で一番住みた
くなるまちの実現を目指して﹁いたばし未来創造プラン﹂を策定し
たと報告がありましたが︑議会からは聖域なき見直し・選択と集中︑
血を流す行財政改革等について取り組み不足や懸念が多く示されま
した︒この他に各般︵保健福祉・防災環境・産業・暮し・教育子育
て等々︶に渡り議論がありました︒今後共皆さまのご指導とご支援
をお願い申し上げます︒ 板橋区議会議員 佐々木としたか 談
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ナンバーワン
32億3,300万円

●自治力UP………9億1,320万円
・「いたばし未来創造プラン」策定
・東京で一番住みたくなるまちをめざして !!
魅力創造発信都市
地域の個性やにぎ
わい、強みを活か
した活気あふれる
まちを創出するこ
とで都市の魅力と
なる価値を高め、
選ばれるまちとし
て発信していきま
す。
安心安全環境都市
住んでよかった、住み続けたいと思ってもらえるような、
人と環境にやさしいまち、災害に負けない安心で快適な
まちを整備していきます。

●産業力UP………15億3,700万円

・特別支援教育専門指導員(特別支援アドバイザー)事業 380万円
臨床心理士などを配置し、発達障がい児の
学校生活をサポートし、課題を持つ学校等
に対し、緊急的かつ集中的に現場での対応
を行い、総合的マネージメントにあたります。

60.6

元気なまちづくり

25

・日本の光学発祥の地 板橋 で、光学設計・製造に関わる
国際会議「ODF 14 で ITABASHI TOKYO
（仮称）
」開催
182万円
光学・精密機械産業の振興、産業・
文化都市「板橋」のブランド確立を
目指す。

安心・安全ナンバーワン

184億2,200万円

●安心・安全力UP………55億9,300万円
・地域特性に応じた防災マニュアルの策定支援・災害対応
力の強化 4億7,400万円
防災マップの作成支援・災害情報の伝達体
制の強化・エレベーターキャビネットの配
置・避難所の充実・地域防災力の向上に取
り組む。

●都市再生力UP………………52億3,650万円
・公共施設等整備計画推進 420万円
区の公共施設の多くは建設から30年以上経過し、改築や
大規模改修の時期を迎え、大きな財政負担が予想される。
公共施設の適正配置を推進するため各施設検討会を設置
し整備計画を策定する。

●スマートシティ検討調査事業…540万円
21世紀のまちづくり、スマートシティへの可能
性への調査
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請願・陳情アラカルト＊各党（会派）の対応＊
●平成 25年 第1回定例会 ■陳情

ついて
現状を反省し、全職員が一
丸となって組織風土の改革
に努めていく。

坂本区長

問２ 国の税制大綱の改正による区制への影響

答

について
いたばし未来創造プランの目指す成長戦
略や地域活力の活性化に寄与するものと
期待する。

問３ 福祉費および扶助費の増加が区財政に与

える影響について
答 義務的経費である扶助費の増大は区財政
の硬直化につながり、新たな行政需要へ
の対応に支障をきたす。
者対策について
自立支援プログラムを策定し、経済的自
立を積極的に支援している。生活保護受
給者への収入申告義務の周知徹底。

答

検討会の設置を含め、利用促進
に向け取り組む。

問６ 消防署に提供している要援護者

名簿の活用方法について
答 通報を受けた時点で出動の際に、必要に
応じ部隊の補強などを行っている。

事業改善の視点を示し、教育の職層や経
験に応じた研修などを行っている。

答

個性や能力を伸ばし、社会
を生き抜く力を身につける
ための最重要課題。土曜授
業は授業時数の確保と学力
の定着に有効。

問３ 科学技術・イノベーションの推進について
答

日本経済の再生、新たな産業や雇用の創
出のために必要。小・中学校での理数教
育の充実を図っていく。

5日 板橋区賀詞交換会

7日 板橋区七草がゆの集い
8日 板橋区浴場組合新年会
9日 板視協新年会
団会議

◎北朝鮮の核実験に抗議し、世界の恒久平和を求める決議

板橋区人事案件 ・教育委員 青木義男（新任）
（議会同意必）

板橋区議会 自由民主党議員団 視察報告
視察日 平成25年３月25日（月）〜 27日（水）
視察場所／熊本県・水俣市・北九州市
視察内容 １日目 26日・熊本県
・熊本県の PR キャラクター「くまモン」による広報戦略
・議員提出議案による家庭教育支援条例制定の背景・流れ・内容等
１日目 26日 ・水俣市
・環境モデル都市づくりについて・水俣病資料館について
２日目 27日 ・北九州市
・北九州エコタウン事業について
・エコタウン工場、施設の見学（ペットボトル処理工場）

問４ いたばし学び支援プラン第３期計画の課
答

題について
いじめ問題や教員の服務事項および学校
と地域との連携。

以上のほか、監査
（委員）
制度について質問をした。

佐々木としたか君
（公式行事）
平成25年1月〜4月の活動記録
１月

意見書
採択さる

問２ 人間力、基礎学力の向上と土曜授業について

問５ ジェネリック医薬品の普及について

答

区議会運営の要（かなめ）として、
山積する
課題に積極的に取り組んでまいります。

要援護者の所在の把握、福祉避難所の整
備および要援護者の避難支援や応急対策
などを行う。

問１ 教員の指導力向上のための取組みについて

問４ 自立支援の取り組み状況および不正受給

答

△ △ △ ○ △ △ △ △ △

自民党板橋区議団幹事長と
議会運営委員長となる。

ついて
住民防災組織などが、日常的に要援護者
と触れ合い見守る体制を整備する。

教育長に教育行政を問う

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

佐々木区議

問８ 地域防災計画における取扱いについて

答

無所属

答

答

△ △ △ ○ △ △ △ △ △

合同クラブ・みんなの党・生活者ネット・無所属の所属委員会以外の態度は、
本会議での態度

問７ 住民防災組織による協力体制のあり方に

問１ 職員のコンプライアンスに

みんなの党

区長の政治姿勢を問う

生活ネ

厳しい財政の中、坂本区長の政治姿勢を質す

文教児童

大山小学校を地域の災害時避難場所としてこれからも
確保することを求める件
新築される東京都健康長寿医療センターにおいて紹介
や予約がなくても受診ができることを求める件
保育料改定に関する件

民主

佐々木区議 一般質問に立つ

健康福祉

容

合同クラブ

企画総務

結果

第1回区議会

内

共産
公明
自民

委員会

○…採択△…継続×…不採択

11日 仲町支部3団体新年会
12日 歯科医師会新年会
弥生町南町会新年会
13日 中板橋4団体新年会
14日 成人式
15日 自民党板橋総支部選考委員会
中華組合新年会
ハッピーロード、遊座大山合同新年会
中板橋駅南口商店街新年会
17日 大山西町々会新年会
18日 大山町会新年会
19日 板橋区肢体不自由児
（者）
父母の会新年会
医師会新年会

20日

22日
23日
25日
26日
27日
29日

板橋クリーニング連盟
新年会
弥生小地域懇談会
板橋消防団始式
板橋第3分団新年会
板橋第5分団新年会
板橋区針灸マッサージ師会
新年会
薬剤師会新年会
健康福祉委員会
板橋区美容組合新年会
健康福祉委員会
板橋麹類組合新年会
大山本町会新年会
板橋柔道接骨師会新年会
大谷口2丁目町会新年会
仲町むつみ婦人会新年会
板橋区体育協会新年会

２月
1日
2日
6日
7日
8日
9日
11日
14日
18日
19日
23日
25日
27日
28日

３月

会派予算説明会
1日
東京都柔道接骨師会新年会 6日
自民党板橋支部常任総務会 7日
板橋区食品衛生協会新年会 9日
仲町々会新年会
仲町長寿会新年会
自民党区議連協研修会
本会議
健康福祉委員会
区料理飲食業組合新年会
区自民党女性部新年会
議会改革調査特別委員会
予算委員会
坂本たけし大谷口新年会
10日
14日
15日
18日

本会議
本会議
健康福祉委員会
板橋仲町どろんこ保育園
開園式

区医師会立看護専修高等
学校卒業式
板橋区防災訓練
予算委員会
予算委員会
予算委員会

19日 上板橋第一中学校卒業式
22日 本会議
健康福祉委員会
議会運営委員会
25日 弥生小学校卒業式
31日 仲町さくら祭り

４月
8日
9日
16日
17日
19日
29日

弥生小学校入学式
上板橋第一中学校入学式
健康福祉委員会
健康福祉委員会
自民党板橋支部総会
中板橋町会総会
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本部関係会議 開く

於：中板会館

平成25年
１月17日（木）

定例執行部会
新年顔合せ会、今
年の抱負を語り合う。

１月31日（木）

定例執行部会

去る２月９日（土）後援会恒例
の「佐々木としたか君を囲む区
政報告 & 新年の集い」を文化会
館大会議室にて行われました。ご来賓は
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じめ各後援会会員及びご支援の皆さま大
勢のご出席を賜り、盛大に開催させて頂
きましたこと、厚くお礼申し上げます。
また、実行委員役員、地域後援会々長を
始め皆々さまのお手伝い、ご協力に深く
感謝申し上げます。
佐々木区議は区政、区民のために活躍
し頑張っております。後援会としても地
域の皆さまのご希望に応えられますよう
これまで以上に努力精進して参りますの
で、一層のご協力、ご指導をお願い申し
上げ、御礼の言葉と致します。
後援会 会長 棕沢 正人

本年は、後援会の年間を通じての
二大行事の一つ「区政報告 & 新春
の集い」が２月９日（土）開催という
例年より早い時期となりましたが、
皆さまのご協力でいつもとかわらない多数の
ご出席を頂きましたこと、大変感謝していま
す。
当日は坂本区長をはじめ多くのご来賓にご
祝辞を頂き、特にこの度文部科学大臣になら
れました下村博文様は入閣直後の激務の中を
早々に駆けつけてくださいましたことは、有
り難く、感謝の至りです。これも偏に佐々木
区議が区政に対して常に真面目に取り組んで
いる姿に対して国政からのお礼の意味が含ま
れているものと思われました。
今年も佐々木としたか区議を中心に後援会
の皆さま方と明るい板橋の未来に向かって共
に協力していきたいと思います。
最後になりましたが、後援会の皆さまのご
協力で無事にしかも盛大に開催されましたこ
とを実行委員長といたしまして心より御礼申
し上げます。
実行委員長 河野 雅行

連合後援会活動日誌
（25年１月〜４月）

25年度本部活動計画及び各地区後援会活動計画
が報告されました。
（企画広報部 部長 丸山 茂）

木村隆彦（後援会副事務局長）氏の会社、
㈱セブンフードが
「いたばし働きがいのある会社賞」
を受賞！
働く人が元気な会社、人を育てる
意欲のある会社を表彰する「いたば
し働きがいのある会社賞」に㈱セブンフード（木村隆
代表取締役、隆彦氏は専務取締役）が選ばれ、３月26日（火）
区立ハイライフいたばしで表彰式が行われました。

参加者募集！
第34回

多数のご参加を
お待ちしています。
申込締切 5月15日

佐々木としたかゴルフ大会
平成25年５月29日（水）
於：高根カントリークラブ

お楽しみ！
平成25年度佐々木としたか後援会

●２月
９日 区政報告＆新春の集い
18日
〃 反省会
28日 ゴルフ同好会

●４月
23日 定例執行部会

３月19日（火）定例執行部会

お申し込みは、
tel.090-3212-7051久保まで

●１月
17日 定例執行部会
31日 定例執行部会

●３月
19日 定例執行部会
24日 板橋Cityマラソン
（佐々木区議５km30分30秒で
完走）
29日 ゴルフ同好会

「区政報告＆新春
の集い」の入場券の
最終集計と当日のス
ケジュール及び役割
分担等について打合せを行いました。

大旅行会 日程決まる！

「反省会」開く

心に残る
「集い」
開催に新たな決意

まだ冬の寒さが残る２月18日（月）中板橋商店街会館にて、お手伝いを
して頂いた方々そして、役員さん30人程の方に出席して頂き「区政報告
& 新春の集い」の反省会を行いました。
河野実行委員長の総括で始まり、会計報告、そして出席者より感想、反省点など
様々な意見を頂戴いたしました。飲食も用意され和やかな雰囲気の反省会となり、
頂いた感想、反省点を次回開催の参考とさせていただき、多くの方の心に残る「区
政報告 & 新春の集い」にして参りたいと感じています。反省会に出席出来ず、ご
協力頂きましたすべての方にこの紙面をもちまして御礼申し上げたいと思います。
ありがとうございました。
後援会 事務局長 野口 次郎

平成25年11月17日（日）
・18日（月）
詳細は、
次号でお知らせいたします。

2013.3.24 板橋Cityマラソン

佐々木区議5kmへ
挑戦
完走
（30分30秒）
し、
気力、
体力、
意欲十分
を発揮する。
（来年は一緒に走りませんか!）
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獅子が笑う

大谷口後援会

１月３日（木）
ピーシャラピーシャラ
テケテンテン 門松の中
で獅子とおかめが踊る恒
例となった吾が町大谷口
の獅子舞い行事である。
正月3日朝10時佐々木
区議がやってくる。もう
10年以上続いています。
「また一ツ年を重ねて飲む酒に
今年こそと決まり文句で年が明け」
明日のこと言うと鬼が笑うと言うけれど、今日があるから
明日がくる。
今年は都議選と参院選があります。佐々木区議を先頭に後
援会が一つになって明日に向かって大きく羽ばたくことを切
望します。
（大谷口囃子保存会 会長 大野 鎮男）

新年会開催

板橋浴場支部

１月８日（火）
板橋浴場支部は、毎年恒例の新年会を午前11時より文化会
館４階大会議室で行いました。来賓として出席いただいた佐々
木区議は、式典終了後も多数の浴場店主と浴場に関する諸問
題の意見交換をされました。
（板橋浴場支部 山本 修）

四団体合同新春の集い

中板橋後援会

１月13日（日）
平成25年中板橋四団体
合同新春の集いが仲町域
センター４階で開催され、
佐々木としたか区議、他
103名の方が来場されま
した。佐々木区議は１月
の特に公務のお忙しい中、
私たち町会役員や町会員
の各テーブル等をお酌して回りそのたびにあちこちから歓声
があがり、大変人気がありました。これからも健康に気を付
けて「ガンバッテ」ください。
（中板橋後援会 舩木 日出男 金子 武司）

板橋中華料理組合

新年会開く

１月15日（火）
午後３時より区立グリーンホールで、来賓を含め40余名の
出席がありました。坂本区長、下村大臣夫人のご祝辞の後、

顧問の佐々木とした
か区議から 組合活
動に期待 とのご祝辞
がありました。また、
料理技術コンクール
の入賞者表彰を行い
ました。
懇親会ではカラオ
ケを楽しみ、前日の
大雪が残る中を午後
5時に散会しました。
（板橋中華料理組合
組合長 髙木 幹生）

１月22日（火）
巳年の年まわりは、
12年間ためてきたす
べての力を出す年だ
そうです。佐々木区
議も今年は巳年にあ
やかって今まで溜め
てきた力をすべて出
していただきたいと
願っております。
そして、当仲町後
援会会長の白川さんが今日この日区議を囲んでいる最中に亡
くなったとの知らせが入り一同声も出ませんでした。白川さ
んのご冥福を祈りました。白川さん亡き後も仲町後援会は皆
で力を合わせ頑張ってまいりますので、これからもどうぞ宜
しくお願い致します。
（仲町後援会 根本 節子）

弥生町後援会

新年会開催

１月26日（土）
仲町地域センターレクホール
にて、大勢の方の出席で行われ
ました。下村博文文部科学大臣
は多忙のため奥様が出席され、
一部の式典がとどこおりなく終
了し、和やかに二部の宴会に入
りました。
用事で遅れた佐々木区議は宴会の途中から戻り、簡単な25
年度区政のあり方を報告。その後は歌あり踊りありと盛大に
宴会が続きました。佐々木区
議には益々区民の生活向上の
ため頑張って頂きたく、後援
会一同心から応援する次第で
す。
執行部の皆様大変お疲れ様
でした。
（弥生町後援会 草彅 洋一）

平素は多大なるご指導・ご支援を賜り心より厚く御礼申し上げます。
お陰様にて、後援会事務所の維持・管理、区議会レポート・後援会だより
の発行、後援会活動にお役に立たせて頂いております。
平成25年度の事務所運営協力会費（１口・2,000円／年）の振込用紙を同封
させて頂きました。ご協力の程、伏してお願い申し上げます。
平成25年５月

佐々木としたか後援会 会長 棕沢 正人
板 橋 区 議 会 議 員 佐々木としたか

・年額／（１口）2,000 円（何口でも可）
・振込方法／郵便振込
・口座番号／ 00110-7-192209
・口座名／佐々木としたか後援会

寒川神社へ初詣
1号車

今年の抱負を語り合う

仲町後援会

お 願 い

事務所運営
協力会費

若芽会

佐々木としたか後援会事務所
運営収支報告書

（平成24年1月1日〜12月31日間・都選管報告済）
（収入の部）
1. 事務所運営協力会費
2. 広告収入
3. 寄付及び自己負担金
合
計
（支出の部）
1. 事務所運営費
2. 後援会・政治活動費

828,400 円
380,000 円
6,124,822 円

俊幸会

カラオケスナックで初会合開く

３月24日（日）
今年に入って初の会合を、これも初め
ての企画としてカラオケスナックで行い
ました。この日は板橋シティマラソンの
開催日でしたが、佐々木さんは好タイム
で完走後の参加。また退院間もない奈良
さんも駆けつけてくれ、お二人のタフネ
スぶりには参加者から驚きの声が上がっていました。
会場は大谷口の「雅」
、19名の参加でした。
会合の度に継続させて行く大切さと難しさを痛感させられ
ます。俊幸会も若い人の参加がなく、このままではいけない
とは思うのですが…。他の後援会の皆さんにお知恵を拝借し
たいものです。
（俊幸会 会長 津村 進）

みよし会

豆腐料理と桜見物を楽しむ

３月28日（土）
３月は板橋駅近くで豆腐料
理のバイキング、佐々木区議
も出席されて楽しいひととき
を過ごしました。
帰り道は石神井川
（中板橋）
の桜見物をしました。見事に
咲き誇った桜花はとてもきれいでした。
少人数ですが、毎月第４木曜は昼食を兼ねて皆さんで元気
に出かけることとなりました。次回は西台方面を予定してい
ます。
（みよし会 藤田 ふみ子）

佐々木としたか区議、
熱き思いを語る。
石田まさひろ氏（前日本看

護連盟幹事長）に医療・介護等

に国の役割、責任を訴える。

7,333,222 円
1,849,937 円
5,483,285 円

（各種会合、レポート発行、区政調査活動、その他）

合

１月27日（日）
年明けて一番の晴
天に恵まれて、バス
２台、87名で寒川神
社へ初詣に出かけま
した。予定通り参拝
し、ホテルでの昼食
時には藤生先生の「今
2号車
年の運勢」を伺い、
カラオケや温泉を楽
しみました。皆さん
には喜んで頂けたか
と思います。
帰途のバスの正面
に満月が見え、今年
一年、良き年になる
よう見守ってくれて
いるように思えました。本年も若芽会をよろしくお願いいた
します。
（若芽会 内藤 真）

計
7,333,222 円
上記報告申し上げます。

松田やすまさ氏（文部科
学大臣前公設第一秘書）に都政

から青少年健全育成に取
り組むことを訴える。

