
 

放課後児童クラブ

昨年２月から保護者さんと寄り添い拡大に実現！

定員より申し込みが多くなった場合、学校の協力を得な

がら教室等を有効活用し、定員の拡大ができました。

今年度の緊急事業「放課後こどもルーム」も公明党朝霞

市議団と保護者さん代表と緊急要望書を市に提出し実現。

これからも放課後の子どもの居場所について訴えます！

一人の小さな声をしっかり聴いて動きます！

ボランティアバス運行

東日本大震災復興支援を訴え昨年２回目が実現！

福島県南相馬市へ市民応募２０名が

現地依頼者さんは「今もどうしたらいいかわからなかった

本当に助かりました」と話されていました。

今年は東日本大震災復興支援

開催されます。

「震災復興」の看板は下ろしません！

音楽で朝霞を元気に

私が所属する「高齢者と心身障がい者が共に療育音楽を

楽しむ会」

音楽は年齢や障がいの有無に関わらず誰でも楽しむこと

ができます。

音楽を通して朝霞のまちを元気にする

「まちごと音楽祭」の実現を訴えます！

えんどうは、まだまだ、とことんまめに動きます！
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