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■８月２１日(日)10時～11時30分
江井島小学校コミセン会議室

（江井島小学校内 明石市大久保町西島２５２）

６月議会の話題を中心に、明石駅前こんな
感じになる、庁舎建て替えや財政健全化の施
策等、気になる 新情報をお伝えします。

■８月２４日(水)10時～11時30分
アスピア明石７階 （明石市東仲ノ町６－１）

男女共同参画センター 会議室３

９月から始まる第２子以降保育料無料化。
認可外保育所への通っているこどもへの対応は？
等、こども政策を中心に報告します。

■８月２５日(木)10時～11時30分
魚住市民センター２階 中会議室
（明石市魚住町西岡５００－１）

明石の自然は本当に豊かなのでしょうか？
エネルギーの地産地消の可能性やゴミの問題等
明石の環境政策を中心にお話します。

まるちゃんハウスにお越しください

月・木曜日午前中は、スタッフが常駐し
ていますが、お休みの日もありますので、
（０８０−３８６０−１４８７ ）丸谷まで
お問い合わせください。相談等は随時お受
けしますので、お気軽にご連絡ください。
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２日〜３日 中心市街地再整備特別委員会視察（岐阜市・静岡市）

６日 江井島地人協・地愛協教育講演会
７日 第4回うおずみん・ふるさと創生まつり
９日 兵庫県議員ネット勉強会

１０日 近畿市民派１年生議員予算勉強会
１１日 西江井自治会総会 「子どもは風をえがく」上映会
１２日 江井島コミセン文化講座
１３日 明石市議会議会報告会
１４日 明石童謡のつどい あかし女性応援フォーラム
１７日 議員協議会 １９日・２６日・２９日 本会議
２０日 生物多様性あかし戦略推進会議（第１回目）
２１日 子ども・子育て会議 傍聴
２２日 関根千佳先生講演「なぜ日本にユニバーサルデザインが

必要か〜すべての公共政策に配慮ではなく前提で〜」
２３日 政務活動費検討会
２４日 ゆずりは明石・２月例会
２５日 明石商業高等学校卒業式
２７日 はちどり人権塾「海から見た明石の歴史」

おしゃべりライブラリー 市民ネット明石運営委員会

＊ まるちゃんの日々是新 ＊
議員 丸谷さとこの活動日誌

２月

３月

７月

３日 江井島ため池協議会総会・講演会
４日 西部給食センター内覧会
５日 社会を明るくする運動 同志社大学政策学会 講演

会
「世界の子どもを児童労働から守る-ACEの挑戦-」

１０日 おやこ劇場ピカピカ夏まつり
１２日 もくせい教室終業式 長期総合計画推進会議 傍聴

いなみ野ため池ミュージアム運営協議会総会
１６日 明石の地産地消エネルギーセミナー（第３回目）
１８日 こどものこれからと大人の役割 第３弾 「明石市

こども総合支援条例（仮称）を実りあるものに」
１９日 明石市立錦城高等学校 校内生活体験発表大会
２０日 兵庫県県議員ネット ２１日〜２３日 ラジオ体操
２２日 生物多様性あかし戦略推進会議（第３回）

第５８回かいきょう塾で明石の自然について講演
ひめじまちづくり喫茶 人口減少と高齢化のまちを蘇らせる

２３日 江井島コミ推・拓本づくり 谷八木小学校区夏祭り
２４日 席書会
２５日 環境審議会 傍聴 西島子ども会夏まつり
２６日〜２８日 生活文化常任委員会視察

(横浜市・墨田区・西東京市）

３０日 福島の子どもたちを招いて「たこ焼きキャンプ」
３１日 江井島の海と子どもを守る会海岸清掃２５０回目

困っていること、悩んでいること、一緒に考えましょう。
明石市議会議員 まるたに さとこ

℡０８０−３８６０−１４８７ marutanisatoko@gmail.com

３日 明石市なぎなた大会
８日 江井島小学校入学式

江井島中学校入学式
９日 えいの里保育園入園式

江井島校区歓送迎会
１０日 大歳自治会総会
１２日 江井島幼稚園入園式 建築中の駅前再開発ビル視察

江井島コミュニティ推進協議会役員会
１５日 明石市環境審議会 傍聴 １７日 鳴松会明石支部総会
１８日 兵庫県議員ネット勉強会
１９日 明石市立高齢者大学校「あかねが丘学園入学式
２１日 エコウイングあかし自然グループ会議
２２日 江井島幼稚園PTA総会 わだち会総会
２４日 八木自治会総会 市民ネット明石総会
２８日 明石コミュニティー懇話会
２９日 大久保小学校区連合自治協議会総会 大久保スポーツ２１総会

３０日 第１６回ふれあいれんげ・ベッチ祭り ゆずりは明石総会

６月

４日 江井島幼稚園運動会 江井島スポーツ２１総会
５日 江井島地区愛護協会・人権教育研究協議会総会

市民自治あかし総会 講演「市民がつくる財政白
書」

６日 議員協議会 ８日 市民がつくる財政白書勉強会
９日・１６日・１７日・２０日・３０日 本会議

１１日 あかし福祉士ネットワーク総会・シンポジウム
エコウイングあかし環境フェア

１５日 （公財）日本野鳥の会評議員会
１９日 神商同窓会総会・つどい
２２日 生活文化常任委員会
２３日 文教厚生常任委員会 員外出席
２４日 建設企業常任委員会 員外出席 江井島コミセン南極

教室 エコウイング明石自然グループ会議
２５日 明石の地産地消エネルギーセミナー（第２回目）

兵庫県障害者空手大会
２６日 子ども子育て会議 傍聴 生涯学習センター意見交換
２７日 あかしまちづくり推進特別委員会
２８日 学校給食出前講座
２９日 ミシシッピアカミミガメ移動状況調査 視察

１日 本会議 市議会だより編集委員会
２日 総務常任委員会 員外出席
３日 建設企業常任委員会 員外出席
４日 生活文化常任委員会 員外出席
５日 江井島そうじデー 環境フェア
６日 江井島海岸清掃 日本環境教育学会関西支部大会
７日 文教厚生常任委員会
８日 中心市街地再整備等特別委員会
９日 本会議 生物多様性あかし戦略推進会議（第２回）

１０日 江井島中学校卒業式 建設企業常任委員会 員外出席
１３日 家庭倫理講演会
１４日 文教厚生常任委員会
１５日 生活文化常任委員会 員外出席
１７日 明石の海岸と海の調査
１８日 江井島幼稚園卒園式 本会議
１９日 えいの里保育園卒園式 まるちゃんハウスオープン
２０日 多様な学び法案勉強会
２１日 八木自治会 世代交流グランドゴルフ大会
２２日 明石市都市景観審議会 傍聴
２３日 江井島小学校卒業式 明石市市民参画推進会議 傍聴
２５日 江井島保育所修了式 明石市自治基本条例市民検証会議
２６日 丸谷さとこ・活動報告会
２８日 明石コミュニティー懇話会
２９日 江井島校区子ども会総会

４月

５月
１日 はちどり人権塾例会

６日・１９日 認定こども園・病児保育視察
７日 江井島中学校ＰＴＡ総会
８日 大久保南連合自治協議会総会

１０日 明石市・無錫市友好都市提携35周年記念式典
１１日 第1回あかし女性の活躍推進会議 傍聴
１３日 自治基本条例市民検証会議 傍聴
１５日 西島ため池協議会クリーンキャンペーン

兵庫県生物学会明石大会
１６日 本会議
２０日 エコウイング明石自然グループ会議
２１日 明石の地産地消エネルギーセミナー（第１回目）

子ども会ハチミツ収穫体験 鳥羽まちづくり協議会総会
２２日 江井島コミュニティ推進協議会総会
２４日 学校給食を考える会
２６〜２７日 議員セミナー受講（地方議員研究会）
２８日 江井島小学校運動会 エコウイング明石総会
２９日 鳴松会総会 ３０日 兵庫県議員ネット勉強会
３１日 ともしび会総会 明石市市民参画推進会議 傍聴

米づくりに挑
戦！
今年は、種か
ら稲を育てて
います。
⇦
写真は
田植え中


