こと、それ を受け て中妻

反対の声が 上がっ ている

華川小Ｐ ＴＡで は統合
の統廃 合の考 え方へ の質

校校舎 の耐震 、他中 学校

の提起 があり ました 。学

とには ならな いのか 、と

る子た ちの時 間を奪 うこ

しい。 遠距離 の通学 とな

れほど になる か調べ てほ

さいに 登校す る距離 がど

子どもの立場から、じっ

した。

ほしいとの 要望が ありま

る部署の職 員も同 席して

の場にまち づくり に関わ

わりが語ら れ、意 見交換

学校と地域 活性化 との関

さらに、 計画決 定まで

には教育委員に

ており、最終的

会をつくるとし

も意見交換の機

りません。今後

も質問が出されたほか、 れ る 段 階 で は あ

のスケジュ ールに ついて

よる合議で再編

のの期日が示さ

で、統合そのも

43-0468

市議会議員

鈴木やす子

合につ いての 意見交 換会

市内 の小中 学校の 統廃

く、地域が 疲弊す るとの

なることへ の不安 は大き

した。地元 の学校 がなく

できないと の声が ありま

場からの声がありました。

育であ ってほ しいと の現

大切に する北 茨城市 の教

し、む しろ小 さい学 校を

イナス 面ばか りでは ない

する 「小さ い学校」 はマ

また 、提言 書で問 題と

玉発生装置が好評です。

の春に 設置し たシャ ボン

史民俗 資料館 ）では 、こ

野口雨 情記念館 （ 市歴

日に市民ふれあいセ

ます。

が、本 紙８月 ８日号 でお

つて小川地 区や水 沼地区

づき、８月 日に中妻小、 考えも出されました。か

伝えし た関本 、中郷 につ

など閉校と なった 例が出

いっぽ うで、 小さい 学校

委員会に出 された ところ

ンター で、教 育委員 や市

され、本当 になく してよ

同館 の前庭 に雨情 の銅

同
会議員 も同席 して開 かれ

の父母 負担の 大きさ に苦

42-2462

かったのか 、いま は後悔

は 人を超えました。

福 田 明

ました 。統廃 合の対 象と

計画が決定され

問もありました。

市議会議員

像があ ります 。その 前を

現在は、 提言書 が教育

小でも拙速 な統合 は賛成

ご相談は
お気軽に

50

慮して いると の声も あり

市議団ニュース

を感じてい るとの 思いを

毎週 日曜日 発行

なる華 川地区 の関係 者も

産業建設委員会

９月10日(金)

文教厚生委員会

９月13日(月)

総務委員会

９月14日(火)

決算委員会

９月15日(水)

決算委員会

９月17日(金)

最終日(議案採決)

日 既 報 ） に 先立 つ

をのぞくと、

人 です 。

人 、 男性 が

人 の方 が

３人で、入院 ・施 設介護

うち女性が

の高齢者は、

● 当市の１００歳以上

着任しています。

経外科医の 種村孝 医師の

けで院長代 行とし て脳神

長が退任し 、７月 １日付

● 市立総合病院の轟院

ました。

ら次の２つ の報告 があり

全員協議会 では市 当局か

８月

臨時議会本会議 （ 本紙

そうです。

太陽光発電 で動い ている

出されます 。装置 全体は

さんのシャ ボン玉 も吹き

でられ、じ っさい にたく

童謡「 しゃぼん玉 」が奏

９月９日(木)

自宅で暮らしています

北茨城民報 で検索できます。

本紙はインターネットでも ご覧いただけます。 http://www.jcp-ktib.com/

一般質問

17

定例９月議会の主な日程

に多くの市民、子どもたちでにぎわいました。

９月７日(火)

11

磯原町豊田1030-2

参観者 が通る と自動 的に

ファルトの照り返しもなんのその、昨年同様

初日(議案提案)

14

北茨城市委員会

ました。

がつづき、この日も厳しい暑さ。しかしアス

９月１日(水)

22

日本共産党

10

語る方もいました。

市民夏まつり」が開かれました。今年は猛暑

18

多く、 両会場 とも参 加者

８月 22 日、磯原駅周辺にて「第３回北茨城
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