お元気ですか

島元雅夫

「30人学級編制」の学校こそ
私は、五中・七中問
題で統合校の新しい学
校用地を新大塚公園に
求める「素案骨子」は
白紙に戻し、新大塚公
園は残せと主張してき
ました。教育委員会は、30人学級編制を前提に子
どもの教育環境改善にこそ取り組むべきです。

東京保健生協９条の会がつどい

区政報告です

２００６年

（１月）
１日 初詣（神田明神 簸川神社）
２～４ 正月を家族と川口湖畔で
５木 区年賀会 新春区内一巡街頭宣伝
６金 小石川七福神詣
７土 湯立坂マンション問題を考える近隣
住民の会（湯立坂Ｍ住民の会）設立
８日 簸川会１月役員新年会
９月 はたちのつどい
10火 町会連合会新年会
12木 区職労旗開き 簸川会くらしと法律
なんでも相談会
13金 久堅の環境を守る会
15日 小石川消防団始式
16月 第24回党大会報告会 小石川５ 39
Ｍ住民交渉
17火 議員団会議（24、31）
18水 地区党新春演説会 小Ｐ連新年会
19～20 議員団視察（長野・上田両市）
21土 新大塚公園等学校統廃合問題住民説
明会
25水 委員会日程調整会議 区議団主催
「介護保険改定問題」懇親会 文の
京の明日を創る教育のつどい
29日 区民バスケットボール大会

長野市内初学校

生命と平和のネット広く 1200人が
当日、記念講演に立っ
た教育評論家の三上満さ
んが「日本の子どもたち
が希望をもって未来への
夢が描けるようにするた
めにも、教育基本法を守
（３月10
日、シビック大ホールで） り抜くことが大切」と訴
えると共感の大きな拍手が広がりました。
また最後の「生命と平和のネットワークを広げ
るために頑張ろう」の主催者訴えも参加者の心を
深くとらえました。めざす千川通り９条の会は文
京の会一周年記念の６月までに立ち上げます。

区内循環バスは湯立坂経由で
過日、長野と上田の両市を
党議員団と視察。地域循環バ
スやオレンジバスを体験。区
内循環バスは、坂と、国の重
要文化財、旧磯野邸が楽しめ
る湯立坂経由にと要求署名が
進められています。

共産党員町長とは大の仲良し
２月８日、長野県木曽町
の田中勝巳共産党員町長が
来庁され、区議団とも親し
く懇談する機会がありまし
た。町村合併後の初代町長
として、観光客誘致のため
上京とのこと。自然・歴史・
文学。木曽は魅力的です。

田中勝巳町長と

春号

島 元 雅 夫 活 動 日 誌

川口湖畔にて

（２月）
１水 都市景観賞表彰式 景観審議会
２木 目白運動場視察 06年度予算案説明
６月 「都区制度問題」学習会
７火 教育委員会
８水 東大へ「小石川植物園万年塀」改修
で申し入れ 議員団会議
９木 青少年問題協議会 簸川会くらしと
法律なんでも相談会 西宮市議団と
交流
10金 ２月区の教育改革を考えるつどい
12日 簸川会２月役員会
13月 「地方分権」正副委員長打ち合わせ
14火 小石川５ 39Ｍ交渉 大塚３学生Ｍ
交渉
16木 湯立坂Ｍ住民の会（20、21、23）
17金 湯立坂Ｍ業者による住民説明会
18土 Ｓさん野辺の送り
19日 民俗芸能を守る会（三遊亭金也）
20～23 本会議（①②③④）06年一定開会
20月 ＡＬＳ患者在宅支援対策会議
24金 「地方分権」委員会（島元委員長）
25土 大塚福祉作業所一歩いっぽまつり
千石２丁目プロジェクトから環境を
守る周り住民の会結成
26日 地区党会議
27火 大谷美術館（旧磯野邸）見学会 鴎
外記念本郷図書館聞き取り

目白運動場管理棟屋上

田村智子元参院秘書とともに

（３月）
１水 文教委員会
２木 区学校給食・保健大会 幼稚園教育
研究会発表会 時代を撃て 多喜二
鑑賞
３金 厚生委員会で条例提案（入院生活支
援）
４土 千石西保育園・さしがや保育園修学
お祝い会
５日 区軟式野球大会 少年軟式野球春季
大会 簸川会３月役員会
９木 本会議⑤（中間議決）簸川会くらし
と法律なんでも相談会
10金 東京保健生協９条の会つどい
10～22 予算審査特別委員会（計６日間）
11土 「東京にユートピアはあるか」東京
小石川旧磯野邸（銅御殿）を守る会
13～24 大塚３学生問題解決へ集中行動
16木 Ｉさん個展（写真）
17金 文京一中卒業式（47名）
19日 Ｍさん入院見舞い 湯立坂Ｍ住民の
会（湯立坂新緑ヒューマンチェーン）
22火 「文京」写真展（ＪＲＰ文京支部）
23木 大塚小学校卒業式（24名） 柳町こ
どもの森内覧会
25土 改定介護保険制度住民説明会 Ａ・
Ｓさん結婚を祝う会 新大塚公園等
問題等住民説明会
26日 窪町小学校内覧会 千石２プロジェ
クト周り住民の会
27月 本会議⑥ 小石川５ 39住民交渉
28火 歴史探歩（茗荷谷駅前再開発中心）
３・28雇用、くらし、社会保障を守
れ 区民総決起集会
30木 湯立坂Ｍ問題対区要請（都市計画）
ありがとう、そしてさようなら寿会
館の夕べ
31金 本会議⑦（2/20～3/31一定閉会）
（４月）
１土 長男昭歯科クリニックオープンお祝
い さくらまつり式典
２日 簸川会お花見 千石プロジェクト住
民説明会
３月 久堅の環境を守る会（７）
４火 文教委員会（新大塚公園予備調査）
６木 大塚小学校入学式（16名 孫新一年生）
区内一巡区議会報告街頭宣伝
７金 文京一中入学式（94名）
８土 党綱領学習講師養成講座
９日 ヒューマンチェーンチラシ宣伝（茗
荷谷駅前）
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文京区千石２ ６ ２ （3942）2776
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2006年

くらしと法律なんでも相談

・相談は服部大三弁護士です
５月11日 ６月８日
７月13日 ８月10日
いずれも午後７自時より
簸川会・島元雅夫事務所
（3942）2776

東大 小石川植物園万年塀
30
ｍにわたり改修―住民要望の一部実る―

以前の万年塀

東大施設部整備課は、３月28
日、同課を訪ねた島元雅夫区議・
小竹ひろ子都議に対し小石川植
物園万年塀の詳しい改修計画を
明らかにしました。今回改修す

工事現場

イメージ

る箇所は、植物園の西側角から
南東方向へ約30メートル。塀の
高さは約２メートル、下部は東
大の建物をイメージした暗赤色
のレンガ様の素材を使用。上部

は縦格子の間から園内を見渡せ
安心です。綱干坂・旧東京医学
校本館にマッチした潤いのある
街並み景観の形成と新出入口の
設置にさらに頑張ります。

格
格差社会と貧困の広がり
それをただすのが政治の役割です

大谷美術館見学会

３月10日９条の会つどい

日本共産党
予算議会で奮斗
（裏面参照）

これはヒドイ 冷たい区政

区民犠牲の新行革断行

みんなと力をあわせ実現

●生活保護1288
世帯に急増（・
97
/05対比 1.
5倍）
●就学援助1235人（同1.
8倍）
●国保・資格証 1692世帯
●国保・短期証 1223世帯
●介護保険料月4632
円（39
％増）

●17寿会館と入浴サービス廃止
●高齢者マッサージ有料化
●児童館・育成室民営化強行
●区立保育園民営化断念せず
●福祉・教育人員の大幅削減
●小学生の医療無料化を拒否

◎商店会加入促進支援
◎公害患者のインフルエンザ予
防注射の無料化
◎区内循環バス 07年発車予定
◎目白運動場・防災公園を取得
◎千石西保育園全面改修５億円

旧磯野邸（重要文化財）に配慮を
文化庁長官・文京区長への署名活動急いで

長男 昭 歯科クリニック

孫 美穂 ピカピカの一年生

「東京にユートピアはあるか
都市の文化財を考える」シン
ポジウムが３月11日開催。私は
歴史的建造物に隣接する私有地
に「はたして高層建物を建てて
よいものか」という思いから参

憲法と教育基本法を守れ

加、「建築物は歴史であり文化
である」との指摘に我が意をえ
ました。業者は文化財保護法を
尊重し、旧磯野邸に対する影響
実態調査を急ぎ、文化庁長官の
判断を真しに仰ぐべきです。

消費税増税・庶民大増税を許すな

