居眠り自治体高砂市を先進自治体へ イベント情報：毎月第三土曜日中央公民館にて「高砂市民まちづくり協議会」開催中
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■広報のカラー復帰を歓迎します。できれば「市長からの手紙」も復活させ、もっと市からのメッセージが伝わるような紙面づくりを

■原発由来の電気を使わない条例は橋下市政の「大阪府市エネルギー戦略会議」でも検討されていたもの。いいアイディアは取り入れましょう。
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エライ人を縛るのが憲法ですよ〜集団的自衛権の解釈変更と立憲主義〜
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■広告 家庭教師 079-442-3438 河田寛人 早稲田大学政経学部卒業 中学受験から東大受験まで １h ＝３千円
中学受験の国語も教えます 合格実績：淳心中、滝川中、啓明学院高、加古川東高、筑波大学など 朝６時〜夜 10 時、土日も可

■高砂市政でも法律の原点を理解しない登市長による勝手な「市長が特に認める場合」条項の拡大解釈があります。補助金・人件費など失敗が続きます

■教育委員会制度の先進事例と言えば東京都中野区。教育委員会の会議のあとには市民の発言の時間が保証されています。ウェブで「中野区

６月 15 日（日） 高砂地区コミュニティセンター

■市政研究会

