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品川区議会議員の木村健悟です。
平成 23 年 3 月 11 日未曾有の大震災、24 年は政治の大混迷、一向に進まな
い被災地の復興と衆議院・都知事のダブル選挙。
国では、経済の落ち込む中での消費税アップや原発問題と、まだまだ問題
山積みです。

私達地方議員としてやらなければいけない事、例えば

区で起きる諸問題など、毎週土・日曜日を利用しての
街頭演説等 ( 大井町駅頭・武蔵小山駅頭 ) も 2 年間行っ

これからも区民の皆様とお会いする機会も増えるかと
思いますが、お気軽にお声をおかけください。
　　私、木村建悟も平成 25 年、微力ながら全力で走り
　　抜けてまいりますので宜しくお願い申し上げます。
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平成 25年も、会派 7人、区民の皆様の為に頑張っていきます。
2011 年春の区議会選挙から 1 年 8 ヶ月が過ぎ、2 度目のお正月を迎えます。

民主党所属議員 5 名・生活者ネットワーク所属議員 1 名・無所属議員 1 名の 7 名で会派を立ち上

げてからの 1 年 8 ヶ月、区民の皆様の生活向上、安心して生活できる品川づくりのための社会イン

フラ整備・防災事業と日夜奮闘してまいりました。

平成 25 年も、ブレることなく、住みやすい品川づくりに邁進してまいります。

会派 7 名に対し、変わらぬご支援賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
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【会場】

　　目黒雅叙園 2 階 舞扇の間

　　〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1-8-1　TEL : 03-3491-4111

【日時】

　　2013 年 2 月 22 日（金）　新年会：18:30 ～

【参加費】

　　8,000 円 （軽食あり）

お誘いあわせの上、お越しください。

お申し込み、お問い合わせは、03-3760-1617 までよろしく！

2012 年の区政報告と、2013 年の抱負発表を行うべく、「2013 年 区政報告＆新

年会」を下記の日程で開催いたします。

11 月 14 日 合同就職面接会開催！

11 月 24 日 大商業祭り開催！

11 月 14 日、サポしながわ・ハローワーク品川他が主催の「高年齢者の方々の合同就

職面接会」が行われました。広い会場には 21 企業のブースがあり、約 300 名の参加

者が詰めかけ会場は熱気であふれていました。

この面接会は 55 歳以上の方々を中心に年間 2 回（6・11 月）行われているそうです。

300 名中約 1 割 30 名の就職が決まるとの事。働きたくても働き口がない昨今、就職が

決まった人は大変ラッキーですね。

働けるのに働かない、不正に生活保護を受けている若者がいると言われて大変問題に

なっています。そう考えますと私は「高年齢者」の方々はとても立派なお考えをお持

ちになっていると思います。声を大にして言いたい。

『若者よ、しっかりしろ！』　と。

11 月 24 日（土曜）、品川区の中小企業センターで「大商業まつり」が午前 10 時から

午後 4 時まで行われました。会場となった中小企業センターは多くの人々でごった返

し、無料抽選には長蛇の列、全員に当たる商品券を求めていました。

午後の 3 時からはマグロの解体も行われるとあって、今日一日中小企業センターは大

賑わい。区内の商店街からは多くの商店が参加、また本区と災害協定を結んでいる岩

手県の宮古市からも、千葉県や山形県からも出店。肉と魚以外はほとんど揃う品揃え、

商品が飛ぶように？売れていましたね。

景気が冷え込む今の日本、商店街もシャッター通りが多くなった本区品川も例外では

ありません。しかし、今日の企業センターは大盛況です。

政治がしっかりしなければ、国会議員・各政党よシッカリしろ！

品川区議会もしかり、木村健悟もしかり！
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