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9 月定例会

平成26年
第3回区議会 （9月24日〜10月31日・38日間）
提出議案
●平成26年度東京都板橋区一般会計補正予算（第3号）
●平成26年度東京都板橋区介護保険事業特別会計補正予算（第1号）
●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
●東京都板橋区特別区税条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
●東京都板橋区特定保育・保育施設及特定地域型保育事業の運営に関する
基準を定める条例
●板橋区立中台中学校改築電気設備工事請負契約
●板橋区立中台中学校改築給排水衛生ガス設備工事請負契約
●板橋区立中台中学校改築冷暖房換気設備工事請負契約
●東京都板橋区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
●東京都板橋区災害対策基金条例の一部を改正する条例

11 月 定 例 会

平成26年
第4回区議会 （11月27日〜12月15日・19日間）
提出議案
●東京都板橋区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例及び
東京都板橋区監査委員の給与等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
●東京都板橋区立児童館条例の一部を改正する条例
●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
●東京都板橋区教育支援センター条例
●東京都板橋区あいキッズ条例の一部を改正する条例
●普通財産の無償譲渡について
●普通財産の無償譲渡について
●東京都板橋区立郷土芸能伝承館の指定管理者の指定について
●東京都板橋区立体育施設の指定管理者の指定について
●東京都板橋区立リサイクルプラザの指定管理者の指定について
●東京都板橋区立ふれあい館の指定管理者の指定について
●東京都板橋区立熱帯環境植物園の指定管理者の指定について
●東京都板橋区立榛名林間学園の指定管理者の指定について
●職員の給与に関する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及び東京都板橋区議
会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
●幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
●平成26年度東京都板橋区一般会計補正予算（第4号）
●東京都板橋区議会基本条例
●東京都板橋区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一
部を改正する条例
●東京都板橋区議会会議規則の一部を改正する規則
●東京都板橋区議会委員会条例の一部を改正する条例

平成27年第1回区議会定例会日程

平成27年2月13日〜3月19日
（会期35日間）
2月●13日 本会議（第1日）
・予算審査特別委員会
17・18日 企画総務／区民環境／健康福祉委員会
都市建設／文教児童委員会
23・24日 公共施設等対策／防災・減災対策調査特別委員会
まちづくり対策／議会改革調査特別委員会
26日 予算審査特別委員会
3月● 2日 本会議（第2日） 5日 本会議（第3日）
6日 予算審査特別委員会・企画総務／区民環境／健康福祉分科会
9日 予算審査特別委員会・都市建設／文教児童分科会
13・16・17日 予算審査特別委員会・総括質問・表決
19日 本会議（第4日）

佐々木としたか区議

質問■
大山のまちづくりと東武東上線
の立体化実現に向けて都道26
号線の整備とピッコロスクエア、
セントラル・クロスポイントの
拠点整備に区長の決意は
区長答弁■
立体化実現には、
26号線の整備に
あわせ、まちづく
りを進めることが不可欠。強い
決意で取り組んでいく。必要に
応じて技術的支援や助言を行う。

質問要旨（抜粋）
質問■
いたばし学び支援プランについて
1. 不登校対策において「家庭と
の連携、協力」について
2. 外国人指導員による英語教育
について
教育長答弁■
1. 大変重要で必要不可欠と認識し
ている。支援員を配置して取り
組む。
2. 外国語指導だけでなく、区が
築いた友好交流関係に基づく
異文化交流の推進に努める。

坂本 健 区長

質問■
1. 人口減少・少子化対策について
2. 生産年齢人口対策について
区長答弁■
区の未来創造プランに掲げる３つの重点政
策と８つの成長戦略を展開し、保育施設の
充実や魅力ある学校づくり。子育て世代の
定住化を促進していく。
質問■
3. 健康寿命人口拡大対策について
区長答弁■
地域包括ケアシステム構築・健康づくりの
意識醸成・住み慣れた町でいきいき暮らせ
る環境整備を進めていく。

※以上のほか、髙島平地域のグランドデザインの進捗状況と板橋区役所北西地域のグランドデザイン着手、大規模建築物等指
導要綱及び小規模住戸集合建築物条例の見直しへについて質問をした。

区議会レポート
106号（前号）
時に
お願いいたしまし
た「区民アンケー
ト」に多くの方々よりご返答を頂き
ました。
12月に集計・整理を行いましたの
で、紙面をお借りしてご報告申し上
げます。尚、今後の議員活動等に活
かしてまいります。

寄せられたご意見（自由意見）紹介（抜粋）

平成 年︵２０１５年︶
新年を迎えて

新年を寿ぎ謹んでお慶びを申し上げ
ます︒
さて︑昨年は２月の大雪で始まり︑
その後に続いた台風・火山噴火等によ
る被害が発生︑多くの尊い生命
が失われた年でも
あり︑国民の心を
いためた年でも
あったと思いま
す︒そして暮には
衆議院の解散総選挙が行われ︑
安倍政権２年間の取り組みに一定の評
価と自民党に日本の未来が託されまし
たが信頼と言うより何かアクションを
起こしてくれる期待の表れと私は考え
ております︒それはアベノミクスの総
仕上げと国民の幸せの実感であります︒
一方︑板橋区にあっては︑４月に行
われる統一地方選挙による区長︑区議
会議員の結果にもよりますが︑私とし
ては︑待機児童対策を始め商店街・中
小企業の積極的支援によるまちの活性
化
︵元気化︶
であると思います︒そして
次は︑高齢者在宅支援︑公共施設の統
廃合・建替や震災対策︑東上線の立体
化とまちづくり︑そして健康づくりと
切れ目ない取り組みが大切であります︒
今年は景気回復の年であり︑安全・
安心を一層強固にする年でもあります︒
努力・精進を誓います︒
本年も変わらぬご指導︑ご鞭撻をお
願い申し上げまして挨拶と致します︒

板橋区議会議員 佐々木としたか 談
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老朽化マンション、老人居住者などのマンションの諸問
題／空き家に対するなんらかの対策／高齢者が自由に集
まって懇親できる場の開設／グランドゴルフの球場を作
って欲しい／公立中高一貫校の創設／公共工事への区内
企業の参加の要望／歩行喫煙禁止条例の早期制定／エン
ターテインメントに力を入れて
（板橋区にはライブハウ
スがない）
／大山西町に公共の集会所を／大山地区の大
規模災害時避難場所を西ヶ丘から老人医療センター跡地
へ／延命治療をやめ自宅で最期を迎える／東上線・事故
発生率ワーストワン、立体化が必要／ハッピーロードの
現状・自転車が多く人が自由に歩きづらい、災害時不安／
JR板橋駅、東上線下板橋駅周辺の開発／グランドデザイ
ン 2014
「目指す子供像」
と
「目指す教育」
の支援／少子高
齢化対策、生活保護対策、板橋区のイメージアップ
（多様
性）
／常盤台中央図書館は残して欲しい／電気工事業界、
相変わらず経済状況は厳しい。末端にまで早く浸透する
施策が必要／民生・児童委員のより一層の強化、高齢者
への悪徳商法、障害者、児童、母子世帯等の要援護の調査、
把握、相談等の支援／障害児が高校を卒業した時に受け
入れ先の確保
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請願・陳情アラカルト＊各党（会派）の対応＊
●平成26年 第3回定例会 ■請願

東京都へ要望活動を行う

板橋区役所本庁舎南館落成

区民環境

内

集団的自衛権の行使を容認する閣議決定の撤回を求める意見
書提出を求める件
固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書
の提出に関する件
長期在留する非正規滞在外国人住民を正規化し、
希望の持てる
社会を築くための意見書提出を求める件
要支援１・２の人たちの意向が尊重され、
専門職による専門的
サービスが適切に保障されるよう求める件

手話言語法制定を求める意見書の提出に関する件
「子ども・子育て支援新制度」
実施後も、
板橋区の保育水準を維
認可保育園の増設による待機児の解消を求める件
文教児童 持し、
新あいキッズの制度内容を求める件

議会運営

超党派都議会議員のご協力をいただき、大山駅
周辺まちづくり・東武東上線立体化に向けて東
京都の積極的ご支援、取り組みについて要望を
行いました。
要望主旨
・大山駅周辺のまちづくりへの財政面等の一層の支援
・ときわ台〜上板橋駅付近区間の事業候補区間化と
区内その他の区間の東武東上線の立体化の促進
・東武東上線が立体化されるまでの間の踏切事故防止
・東武東上線各駅におけるホームドア設置の推進

●平成26年 第4回定例会 ■陳情

△ △ △ △ △ △ △

内

△ △ △ △
△ △ △ △
△ △ △ △
△ △ × △

容

△ △ △ ○ ○ ○ ○
× ×
△ △
△ △
△ △

× ○ ○ × ○
△ ○ △ △ △
△ ○ △ △ △
△ △ △ △ △

民主党、無所属については、所属委員会以外の態度は、本会議における態度

南館３階

意見書
採択さる
南館７階屋上庭園

「第18回いたばし産業見本市」開かれる
大変な賑わい。
商談会も活発に行われた。
平成26年11月13日（木）
・14日（金） 於：板橋区立東板橋体育館
出店企業数／138社・団体 来場者数／2,091人

◎固定資産税及び都市計画税の軽減措置継続に関する意見書
◎労働者保護ルール見直しを慎重に行うよう求める意見書
◎手話言語法制定を求める意見書
◎地方税財源の拡充に関する意見書
◎「危険ドラッグ」の根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書

契約議案（１億8000万円以上）
板橋区立中台中学校改築工事
電気設備工事請負契約

工事業者 新分・平田建設
共同企業体
工事金額 2億7,702万円
完 成 日 平成28年9月

給排水衛生ガス設備工事
請負契約
工事業者 栄幸・冨士川建設
共同企業体
工事金額 2億1,600万円
完 成 日 平成28年9月

冷暖房換気設備工事請負契約

10月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○…採択△…継続×…不採択

原発
区民環境 「川内原発をはじめとする原発再稼働に反対し廃炉とし、
ゼロ政策への転換に向けた意見書の提出」
に関する件
健康福祉 高すぎる国保料を引き下げることを求める件
子ども子育て支援新制度実施に向けての件
第1、
5項
文教児童
第2、
3、
4項
議会運営 議員活動報告・区民意見聴取会の開催を求める件

佐々木としたか君
（公式行事）平成26年8月〜12月の活動記録
18日〜19日 区民まつり
20日 決算分科会
（文教児童）
1日 区政功労表彰式
5日 板橋・志村消防団合同点検 24日・27日・28日
4日 自民党支部選考委員会
決算委員会・総括質問・表決
7日 議会改革調査特別委員会
7日 第67回区民体育大会
31日 本会議
9日・10日
8日 団会議・政調会
８月
全国都市問題会議
（高知市）
12日 自民党支部常任総務会
11月
11日 志村第四小70周年式典
6日・7日 全国市議会議長会研修会 15日 幸栄クラブ40周年式典
板橋区オリンピック候補者 1日 舟渡小60周年式典
18日 団会議・政調会
16日 議案説明会
育成支援会
21日・22日 文教児童委員会
24日・25日 本会議
2日 板橋区吟剣詩舞大会
27日 板橋区障がい者スポーツ大会 14日 決算説明会
23日 ハッピーロード夏まつり
7日 本庁舎南館落成式・団会議
16日 本会議
27日 団会議
30日 文教児童委員会
8日 板橋スキー協会総会

９月

△ △ △ ○ △ △ △

無所属

佐々木会長、
松岡副会長、
高橋副会長、
おだなか事務局長、
石田書記
河野都議、松田都議、橘都議、宮瀬都議
対応者
（都市整備局）
佐野技監、
佐藤部長、
佐々木部長
（建設局）
後藤課長

△ × × △ △ △ △

民主

大山周辺まちづくり・東武東上線立体化促進議員協議会

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

結果

日時 平成26年11月18日（火）10：30〜10：45
場所 都庁第二庁舎 21B 会議室
出席者

× × × ○ ○ ○ ○

△ △ △
板橋区議会議員の費用弁償
（一律4,000円）
の廃止を求める件 △ △ △
板橋区議会議員の政務活動費の収支報告書に加え、
「会計帳簿」
△ △ △
および
「領収書その他の証拠書類」
を板橋区のホームページで
公開することを求める件
△ × △
板橋区議会の本会議場および委員会室に関する件

委員会

昭和37年 に建築された南館
は、耐震性や老朽化が進み、様々
な問題をかかえておりました。
そこで平成24年工事に着手し、
26年10月完成をみました。安心・
安全、区民サービスの向上に一
層の努力をしてまいります。
尚、グランドオープンは 4 月
1 日を予定しています。

容

市民
共産
公明
自民

平成26年11月7日（金）午前10時
より300余名のご招待者
（関係
者）
に見守られて盛大な落成
式が行われました。

△ △ △ ○ ○ △ △

無所属

大山駅周辺まちづくり・東武東上線立体化
促進協議会

企画総務

健康福祉

自民党は責任を持って取り組みます。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

共

民主

区民こそ区政の主役

公・共・市・民・無

○…採択△…継続×…不採択

委員会

◎ギャラリーモールの内容充実
◎理化学研究所板橋分所
光プラザ構想
◎大山地区まちづくり計画の推進

無所属

◎生活保護対策
◎区立幼稚園の
統廃合
◎待機児童対策

◎公共施設の管理と更新
◎消防団・各分団本部、
資材格納庫の充実
◎災害対策の充実

JR板橋駅エレベーター等早期設置に関する件

民主

経済・環境

労働者保護ルール見直しを慎重に行うよう求める
意見書提出に関する件

結果

教育・子育て

区民環境

市民
共産
公明
自民

安心・安全

紹介会派

容

都市建設

■陳情

結果

平成27年度（区長へ予算要望）自民党議員団

重点施策（抜粋）

内

市民
共産
公明
自民

委員会

○…採択△…継続×…不採択

中台中学校

工事業者 鹿沼・中島建設共同企業体
工事金額 3億4,549万2,000円
完 成 日 平成28年3月
9日 少林寺拳法区民大会
板橋少林寺拳法連盟40周年式典
13日 板橋区農業見本市式典
13日・14日 文教児童委員会
15日 板橋二小90周年式典
19日 全国消防操法大会祝賀会
（板橋区分団参加）
20日 議案説明会
22日 紅梅小140周年式典
27日 本会議
日本善行会板橋支部

29日 志村小110周年式典
30日 板橋一小140周年式典

12月
3日
7日
10日
13日
14日
15日

文教児童委員会
三療師連合会納会
議会改革調査特別委員会
中板ボーイズ
（少年野球）
納会
ブルースカイ
（少年野球）
納会
本会議
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謹んで新春のお慶びを申し上げます
穏やかな新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。昨年は大変お世話になり心より御礼
申し上げます。さて、今年は統一地方選挙の年でもあり、身を引き締め、所信に立ち返って
活動してまいります。旧に倍するご指導、
ご鞭撻をお願い申し上げましてご挨拶といたします。
板橋区議会議員
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連合後援会活動日誌
（26年８月〜12月）

●８月
9日 執行部役員暑気払い
●９月
5日 ゴルフ同好会役員会
16日 定例執行部会
●10月
2日 旅行実行委員会
4日 女性部の集い
9日 青年部役員会
15日 女性部反省会
16日 定例執行部会
23日 ゴルフ同好会役員会
25日 青年部バーベキュー大会
28日 旅行実行委員会
●11月
4日 旅行実行委員会
5日 ゴルフコンペ
13日 定例執行部会
16日〜17日 大旅行会
28日 大旅行会反省会
●12月
20日 青年部忘年会
22日 執行部会役員会

新年明けましておめでとうございます。
旧年中は皆々様のお力で後援会活動を有意
義に進められておりますことを心から厚く御
礼申し上げます。
本年は、４月に統一地方選挙、区議選に対
して選対として活動概要を決め、その進め方
の準備をしているところです。必勝体制を確
立していかなる努力も惜しまず、皆様と一致
団結、総力を挙げて必勝を期する覚悟です。
後援会であることを原点として、地域のた
めの活動を継続しながら努力を積み
重ねてまいりますので、更なるご
理解と一層のご協力、ご支援を切
にお願い申し上げ、年頭の挨拶と
いたします。
後援会 会長 棕沢 正人

第37回

皆様、新年明けましておめでとうございます。
昨年中は佐々木としたか後援会の皆様方には一
方ならぬご支援ご鞭撻を頂きましたこと心より
感謝いたします。
ご存知のように今年４月には統一地方選挙が
行われます。日頃区民のため、各種団体のため
に労を惜しまず駆けずり回っております佐々木
区議に対しては、皆様の信頼・信用は存分にあ
ることとは思いますが、再々度皆様の応援をお
願いいたします。上位当選を果たし板橋区政、
区民のために今まで同様に大いに活躍されるこ
とを期待したいと思います。
最後に後援会の皆様の今年１年の
ご健勝ご多幸を心よりお祈りいたし
ます。
幹事長 河野 雅行

佐々木としたかゴルフ同好会

平成26年11月５日
（水）皐月ゴルフ倶楽部佐野コース（栃木）

参加者59名で、晴天の下、楽しくプレーをしました。
パーティーは常盤台の鳥忠さんで行い、反省
とともにより一層の親睦を深めました。
優勝は高木孔明さん。女性は吉川公美子さ
ん。おめでとうございます。次回も多数のご
参加をお待ちしています。
（ゴルフ同好会 会長 久保利明）

青年部 バーベキュー大会

佐々木としたか

初春のご祝詞申し上げます。
皆様には佳い新年をお迎えのことと存じま
す。昨年の女性部の集いには大勢の参加を頂
き、とても活気づけられ勇気が出ました。
本年は地方選挙の年で佐々木先生の９期目
の挑戦です。忍耐努力実行力のある先生には
是が非でも上位当選をして頂き、活気ある明
るい板橋になるよう、頑張っていただきたい
です。それには後援者の方々の心が一丸とな
り応援することです。一人ひとりの声掛けが
大事だと思います。どうぞよろしくご協力を
お願いいたします。
寒冷に向かいます。呉々も御身
大事に本年もよろしくお願いいた
します。
女性部 部長 飯島 登み

女性部 お楽しみ会
平成26年10月４日（土）
仲町地域センター レクホールで来賓の方々と女性
部130余名、総勢140名を越す大盛況となりました。
飯島登み女性部長の挨拶に続いて、昔からの話芸、
話術を交えての南京玉すだれ、情緒ある日本舞踊。
また「常盤台ブルース」でお馴染みの金ちゃんご夫
妻の目の保養も出来た歌の数々。そして女性部の方々
の喉自慢のカラオケ。90歳を過ぎているとは思え
ないほど伸びやかに歌われる方も登場して、それは
それは楽しいひとときとなりました。
27年４月の選挙に向け、
女性パワーの結束を再確
認した日でもありました。各後援会の男性のお力も
お借りし、無事終了することが出来ました。ご参加、
ご協力、誠にありがとうございました。
（俊幸会 津村 紀久江）

本部関係会議 開く
於：中板橋会館

８月９日（土）執行部役員

暑気払い

９月16日（火）定例執行部会

10月２日（木）旅行実行委員会
10月16日（木）定例執行部会

平成26年10月25日
（土） 常盤台・平和公園

晴天に恵まれて佐々木区議を中心に100人位の仲間で、セブンフード
さんの美味しいお肉とラーメンジローさんが仕込んできた最高のトン汁、
笑顔にするお酒で約４時間盛り上がりました。中でも初めて参加の若手
の皆様が盛り上がってくれ、一瞬で和の中に溶け込んでいたのが印象的
でした。改めて素晴らしい集まりなんだと思いながら、２次会・３次会
へと。佐々木区議は最後までにこやかにお付き合いされました。
バーベキュー大会の開催にあたり、皆様方からお祝い等沢山戴きまし
た。御礼申し上げます。これからも青年部は、皆様方のご指導ご協力を
仰ぎ邁進していきたいと思いますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
（青年部 部長 四分一 秀明）

10月28日（火）旅行実行委員会
11月４日（火）旅行実行委員会
11月13日（木）定例執行部会
11月28日（金）旅行反省会

（企画広報部 部長 丸山 茂）
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平成26年度 佐々木としたか後援会 信州鎌倉と諏訪湖の旅
平成26年11月16日
（日）
・17日
（月）
平成26年11月16日
（日）
・17日

いたかんネット
8月16日（土） 「行政提言研究会」開く
当会では、佐々木区議を囲んでの「行政提言研究会」という
勉強会を開いています。平成26年8月の勉強会では、
以前に佐々
木区議が区議会でマンション関連の提案、① モデル地区を定め
てマンション管理組合・理事長等の懇談会や交流会等を開いて
はどうか ② 豊島区にならいマンション管理推進条例の制定
③「住宅環境対策部」を作ってほしい に関して話し合いました。
また、この勉強会において２つの提案書を区に出しましたが、
その１つの「マンション新規購入者の初期学習講座の開催につ
いて」と題する提案書が取り上げられ、実現する運びとなりま
した。
これからも勉強会を継続してやっていきたいと思いますの
で、一緒に勉強したいとお考えの方はどうぞ、いたかんネット
にご入会くださいますようお待ちいたしております。
（板橋マンション管理組合ネットワーク(いたかんネット)
会長 成島 圭子）

大旅行会を終えて
佐々木としたか後援会最大のイベントである大旅行会、平成26年は「信州鎌倉と諏訪湖の旅」
。旅した
美ヶ原温泉、上諏訪温泉共に、湯も食事も申し分なく満足されたことと思います。北向観音、新雪を冠
した北アルプス、松本市街の夜景、諏訪大社の御柱、諏訪湖周遊と紅葉の旅、想い出に残る旅行だった
のではないでしょうか。
森実行委員長をはじめ、旅行委員の皆様、本当にありがとうございました。また毎回楽しい旅行を提
供してくださるラッキートラベルの南様、心より感謝申し上げます。
最後に一句 「信濃なる 紅葉（もみじ）の湖（うみ）の 美しき」
文責 藤生 桂凰
❶号車

❷号車

❸号車

❺号車

若芽会
8月24日（日） 第96回ボウリング大会 開催
若芽会では恒例のボウリング大
会を池袋ロサボウルにて参加者80
名で行いました。今回は小島政義
さんが476ピンの好成績で見事優
勝。また、表彰式ではコメディア
ンの斉藤清六さんも参加され、み
んなで楽しい一日を過ごしました。
（若芽会 会長 奈良 基路）

10月21日（火） 役員会＆誕生会 開催
定例役員会終了後、
お楽しみの役員誕生日
会を下村博文事務所の
平慶翔さんにも出席頂
き、南常盤台レストラ
ン・オルジュで行いま
した。９月〜12月生まれの方が対象で、奈良会長の挨拶、藤生
顧問の乾杯に続き、会長より記念品が贈られ、美味しい料理と
美酒に大いに盛り上がりました。誕生日の方々から生い立ちの
話しを伺い、
「人に歴史あり」と思いました。語られた戦中戦
後のことがすごく勉強になりました。

12月14日（日）第97回忘年ボウリング大会 開催
池袋ロサボウルにて参加者94名で楽しく盛り上がりました。

新年2月1日（日）武田神社に初詣いたします。
皆様のご参加を役員一同お待ちしております。
（若芽会 野口 次郎）

弥生町後援会
8月24日（日） バーベキュー大会 大勢の参加

８月猛暑の中、10数回目を迎える恒例バーベキュー大会
は、天候に恵まれ、坂本区長、松田都議、下村大臣秘書の平さ

んや他町会後援会の方等大勢に参加いただきました。子供たち
は焼肉、ウインナー、焼そばを頬張り、大人は生ビールを片手
に会話が弾む光景が見られて楽しい一時でした。このような光
景が見られるのも、日頃の佐々木区議の区政に対する情熱と人
柄の表れと思います。
来年、選挙を控えておりますが、上位当選し、次回のバーベ
キュー大会を一層盛り立てて祝杯を上げたいと思います。今回
暑い中お手伝いくださった皆々様、ほんとうにお疲れ様でした。
来年もお手伝い出来るよう頑張りましょうね。
（弥生町後援会 栗原 恵美子）

11月23日（日・祝）地域防災フェア・ふれあいまつり2014
雲ひとつない秋晴れのもとで第９回
「地域防災フェア」
が弥生
小学校の校庭で盛大に行われました。大勢の参加者を迎え、防
災スタンプラリー、フォークダンス、食べものコーナー、お楽
しみコーナー等々みんなで楽しみながら防災について学びまし
た。
（弥生町後援会 丸山 茂）

俊幸会
8月31日（日） 暑気払い
久しぶりの会合とあって26
名の参加となりました。宗像さ
んご夫妻ははじめての参加でし
た。暑い日が続く時期「スタミ
ナをつけよー」ということで、
会場は大山ハッピーロード内の
「焼肉・味楽園」さん。来年４月の統一地方選挙での佐々木区
議の免許更新を祈って乾杯。もうもうと立ちこめる煙の中、次
から次と出てくる焼肉に全員満腹となりました。
佐々木区議は、各テーブルを回って歓談。普段は聞けないメ
ンバーの話に耳を傾けていました。 （俊幸会 会長 津村 進）

少林寺拳法グループ
11月９日（日） 創立40周年記念祝賀会 開催
グリーンホール６階に
て、来賓に坂本区長、茂野
区議会議長、下田体育協会
会長、織原スポーツ振興課
長、東京都少林寺拳法連盟
より理事長、副理事長、そ
して下村文部科学大臣代理
のご臨席を賜り、創立40周
年記念式典・祝賀会を開催いたしました。
記念式典では、茂野区議会議長より祝辞を賜り、高森前理事
長他３名の連盟功績に対し、佐々木連盟会長
（区議）
から記念品
が贈呈されました。そして、公務で遅れて駆けつけられた坂本
区長より連盟に感謝状が佐々木連盟会長へサプライズ贈呈され
ました。
アトラクションは、山上拳士姉妹の特別演武、山本拳士の篠
笛が披露され、会場を和やかに盛り上げました。そしてこれか
らの更なる飛躍、発展と会員拡大、皆様のご健康を誓って手締
めをして散会しました。
（少林寺拳法 菅原 勉）

みよし会

古き会 実よ志会

実よ志会、亡き依田実先生の時のこと、若木地区女性後援会
として先生の名前を使わせていただき発足した会です。昔のこ
とですね。まだ佐々木区議さんが秘書さんでした。今では会員
が３分の１になりましたが、全員シルバーパスを使い食べ歩き
を毎月楽しんでおります。
来年４月佐々木区議の選挙に向けてお手伝い出来るよう頑張
りたいと思います。
（みよし会 藤田 ふみ子）

