緊急一時保育

第九中学校

特別支援教室・格技棟改修

学校改修では、
九中の特別支援
教室の床の改修
とアコーデオン
カーテンの設置、
格技棟の外壁が
改修されます。
来年は廊下の
内装を行う予定
です。

勾配が緩和され
千駄木
広く感じます
３ 丁 目
（道灌山
下）から
本駒 丁
目 番地
まで、車
道の凸を
約 セン
チ削り、
ひび割れや凸凹を直
して、路面の排水能
力を向上させ、騒音
や振動を低く抑える
工事を行ないます。
また、斜めで歩きに
くい歩道の勾配を改
善する工事が４月末
に完成です。
これまでは技術上
無理と云ってきました
が技術の進歩ですね。

歩きやすくなった歩道
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都立駒込病院を存続・充
実させ、地域医療を守ろう
とシンポジュームが開かれ
一三〇名が参加しました。

第６回

動坂福祉会館
祭り
３月１日（土）は文京槐
の会フレンドルームのお祭り
でした。町会や高齢者クラブ
のみなさんもお手伝い。
模擬店、体験・作品販売
コーナー、ネイルアート、ス
テージでは、 新舞踊・落語
など楽しい企画。私は珍しい
赤ねぎを買いました。
「障害者自立支援法の見直
し」で、７月から通所施設
の利用者負担が軽減されま
すが、 応能負担に戻すなど
抜本的見直しが必要です。
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妊婦健診の公費助成を 回
まで拡充してほしいと請願
がだされました。 年９月
議会で、自民党は、 回ま
でというのは金額的にもの
すごく増える
と不採択。民
主クラブは、
基本的には
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尾林弁護士は、ＰＦＩに
ついて「高知県でも近江八
幡市でも企業だけが利益を
上げ、赤字が住民に押し付
けられ破綻が明らかになっ
た」と指摘。益子医師は、
「民間病院は赤字になれば
つぶれる。だから黒字にな
ることしかしない。安心し
て診てもらえる都立病院の
存在意義は大きい」と話さ
れました。
破綻した新東京銀行へ、
さらに四百億円の巨額を融
資する一方で、都立病院の
縮小・廃止は許せません。

都立駒込病院を守る会
シンポジューム

区が足並みをそろえてやっ
ていくべき、公明党は 回
はどうかと思う、財政的な
部分もありと保留。 月議
会でも自民、民主、公明党
の保留で保留となりました。
与党は、少子化対策をい
いながら、請願には極めて
消極的な態度でした。

18月 厚生正副打ち合わせ、新年度予算で懇談会
19火 議運、全協、本会議
20・21・22 本会議
23土 予算メンバー打ち合わせ
25月 特別委員会（自治権、清掃リサイクル）
26火 特別委員会（防災、アカデミー）
27水 議運、議会広報小委員会、意見書等調整委員会
28・29 厚生委員会
29金 文教委員会
３月
１土 第６回動坂福祉会館祭り
３月 建設委員会
４・５ 総務区民委員会
７金 議運、全協、本会議、予算特別委員会理事会
９日 第28回新婦人文京支部大会
10・11、13・14、17・18 予算特別委員会
19水 中学校卒業式
21金 幼稚園修了式
24月 議運、全協、本会議、網野さん通夜
25火 網野さん告別式、議会広報小委員会
25・26 高校の同級会（福島県いわき市で）④
27木 区民集会
28金 新婦人文京支部委員会
31月 議運、全協、本会議
４月
１火 団会議
２水 区議会全員協議会
④
４土 あけぼの会花見
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２回～ 回へ拡充

回へ拡充！
です。今度はお金の心配な
く、検診ができます。



２月23日

議会請願にたいする
各党の態度
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新婦人の親子リズムに参
加しているお母さん達から
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えました。よかったですね。
妊婦健診は月１回、 ヶ
月を過ぎると２週間に１回、
臨月は週１回と、順調にいっ
て ～ 回で約一〇万円か
かります。健診のたびに五
千円～一万円は本当に大変

「九条の会」全国に7000近く誕生
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妊婦健診 ２回 から
妊婦健診は母体と胎児を
見守る大切なものです。誰
もが安心して出産できるよ
うに、 妊婦健診の無料化
（公費による助成）を求め
る運動が急速に広がり、各
地で拡充が進んでいます。
文京も２回から 回に増
14
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今年の 月 日 は憲
法が施行されて 年。
「九条のおかげで、私た
ちは戦争に巻き込まれ
なかった。世界中が九
条のような憲法を持て
ば、戦争は起こらない。平和を願い、
平和を守る勇気を持ち続けましょう」
と女優の吉永小百合さん。
この間、 兆円の軍事費が 聖域
とされ、国民には医療や年金、福祉
の負担が増やされ給付が削られてき
ました。
九条を変えて、戦争できる国にす
るのではなく、「憲法九条守れ」と改
憲反対の運動を広げ、くらしと権利・
平和を守っていきましょう。

3

61



NO.32

13

憲 法 私たちのくらしと権利
平和を支えています
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高畑久子活動日誌





保護者が病気や出産または看護等の理由で一時
的に保育が困難になったとき、小学校へ上がる前
の子どもを保育園で保育します。これまでは、し
おみや本駒南保育園など四園でしたが、公設公営
の全保育園で実施することになりました。
＊定員 各園２名 既に実施園は３名
＊保育期間 一ヶ月以内
（最大三ヶ月まで延長可能）
＊実施時期 ５月予定
松川弘子さん）
（絵てがみ

１月
２水 小竹都議と新年の挨拶回り
３木 区内一巡街頭から新 ①
年ご挨拶
４金 叔母のうちへ年始
５土 谷中七福神めぐり①
７月 文京区賀詞交換会
８火 区労協新年旗開き
９水 総務区民委員会傍聴
11金 町会連合会新年会
12土 東京土建文京支部新年旗開き
13日 本郷消防団始式・第６分団新年会
15火 団会議
17木 宣伝カー、文京区基本構想説明会
18金 高齢者クラブ新春交換会
19土 文京女性団体連絡会新春のつどい
21月 東京2区決起集会
22火 区政会館で講演会、団会議
23水 港区ヒューマンぷらざ視察、神明西町会新年会
25金 議会運営委員会、民商新年会
26土 土建第２分会新年会
28月 予算説明
29火 団会議
31木 議会運営委員会、
町会連合会と意見交換会
２月
２土 あけぼの会新春のつどい
４月 団会議
５火 厚生・文教合同委員会
②
６水 新婦人すみれ班・よみせ
通り診療所新年会②
７木 シニアバレーボール新年会
８金 年金者組合新年会
13水 目白台運動公園視察、本駒クリニック新年会
有明コロシアムで日本共産党演説会
14木 予算の学習会
16土 いきいき森川１周年記念祭③

文京区本駒込56638270344
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