
 

 

 

 

「私たちは避難所へは行けませんから…」と

たことから、

東日本大震災を経験した所でもなかなか対策が取れて

な答弁が「避難支援の方法や避難所における

地域防災計画へ反映する」と。

ご報告すると「大事なことでとても嬉しい」と言っていただきました。

障がい者支援施策はこれからも粘り強く

It is a SAIKASAI of fireworks
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国際交流の活動をする市民団体から「朝霞市を紹介する英語版の動

画がないでしょうか」との声から訴え１年、形となりました！

平成２９年３月に市制施行５０周年を迎えることから、記念映像に

英語のテロップを挿入

活用にあっても、ホームページやフェイスブックでも利用できるよ

うにすると

簡単に思えることも、なかなか難しいものです。

これからも地域活性化のため全力で取り組みます！
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