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印印西西
いんざい

・・ 九九 条条
きゅうじょう

のの会会
かい

  

22000055年年にに発発足足以以来来、、印印西西市市民民ののみみななささんん
ととごご一一緒緒にに、、日日本本国国憲憲法法をを学学びび、、考考ええ、、
私私たたちちののくくららししにに活活かかすすたためめにに歩歩んんでできき
たたこことと。。    

日日本本国国憲憲法法のの５５原原則則がが活活かかさされれ、、自自由由とと
民民主主主主義義がが開開花花すするる平平和和でで豊豊かかなな社社会会をを
目目指指すす。。憲憲法法のの精精神神ででココロロナナ禍禍ををののりりここ
ええ、、新新ししいい日日本本とと世世界界をを展展望望ししてていいききたた
いい。。    

((11))国国民民主主権権とと国国家家主主権権
((22))恒恒久久平平和和
((33))基基本本的的人人権権
((44))議議会会制制民民主主主主義義
((55))地地方方自自治治
とといいうう５５原原則則をを掲掲げげるる日日本本国国憲憲法法をを、、守守
りり活活かかししてていいくくここととををみみんんななでで考考ええてていい
ききたたいい、、伝伝ええたたいいとと団団体体をを立立ちち上上げげたた。。

HH PP  ：：    hhttttpp::////iinnzzaaii99jjyyoouunnookkaaii..wweebbnnooddee..jjpp//  

活活動動場場所所  ：：    印印西西市市市市民民活活動動支支援援セセンンタターー  

活活 動動 日日  ：：    不不定定期期  

団団体体情情報報  

平平和和・・人人権権  

⑴⑴ ①①憲憲法法をを知知りり考考ええるるつつどどいいのの開開催催
⑵⑵ ②②講講演演会会のの開開催催
⑶⑶ ③③ニニュューーススレレタターー「「ににららめめっっここ」」のの定定期期発発行行

3344

平平
和和
・・
人人
権権

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

ニニュューーススレレタターー「「ににららめめっっここ」」

平
和
・
人
権

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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原原水水爆爆
げんすいばく

禁禁止止
き ん し

  印印西西市市
いんざいし

平平和和
へ い わ

行行進進
こうしん

実実行行
じっこう

委委員員会会
いいんかい

  

印印西西市市でではは、、被被爆爆 4400 年年のの節節目目ととななっったた
11998855年年かからら3300年年以以上上市市内内をを行行進進しし、、市市民民
のの皆皆ささんんかかららのの暖暖かかいいごご支支援援をを受受けけ、、広広
島島、、長長崎崎でで毎毎年年開開催催さされれてていいるる原原水水爆爆禁禁止止
世世界界大大会会にに代代表表をを送送りり、、平平和和へへのの思思いいををひひ
ととつつににししてていいまますす。。  

印印西西市市はは、、非非核核平平和和都都市市宣宣言言ををししてていいまま
すす。。市市民民のの多多くくのの理理解解をを得得てて、、大大ききくく輪輪
をを広広げげてていいききたたいいとと考考ええてていいまますす。。  

11994455 年年 88 月月 66 日日広広島島、、99 日日長長崎崎にに投投下下さされれ
たた原原爆爆はは、、放放射射線線、、熱熱線線、、爆爆風風、、火火災災でで一一
瞬瞬ににししてて2200万万人人以以上上のの命命をを奪奪いい、、今今ななおお2266
万万人人以以上上のの被被爆爆者者をを苦苦ししめめてていいまますす。。  
平平和和行行進進実実行行委委員員会会はは原原水水爆爆禁禁止止をを求求めめ、、  
核核兵兵器器ののなないい平平和和なな世世界界をを願願いい、、立立ちち上上げげ
ままししたた。。  

活活動動場場所所  ：：  印印西西市市内内  

活活 動動 日日  ：：  通通年年  

団団体体情情報報  

核核兵兵器器廃廃絶絶をを願願いい、、政政治治的的なな立立場場にに左左右右さされれずず、、日日本本のの原原水水爆爆禁禁止止運運動動のの伝伝
統統ででああるる核核兵兵器器廃廃絶絶ははももちちろろんん、、被被爆爆者者援援護護のの連連帯帯をを一一致致点点ととししてて人人道道的的なな
立立場場でで共共同同ししてて活活動動ししてていいまますす。。平平和和行行進進。。被被爆爆写写真真展展のの実実施施等等。。  

広広島島でではは「「平平和和のの花花」」ととししてて  
親親ししままれれてていいるる「「ひひままわわりりのの花花」」  

平平和和・・人人権権  

3355

平平
和和
・・
人人
権権

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

平
和
・
人
権

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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新新日日本本
しんにほん

婦婦人人
ふ じ ん

のの会会
かい

    印印西西
いんざい

支支部部
し ぶ

  

「「新新日日本本婦婦人人のの会会」」はは、、ああららゆゆるる世世代代のの
女女性性団団体体ととししてて、、国国連連ＮＮＧＧＯＯにに認認定定さされれ
てていいるる会会でですす。。  

暮暮ららししややすすいい地地域域ををつつくくるるたためめ、、誰誰ひひとと
りり取取りり残残ささなないいとといいうう SSDDGGss のの考考ええにに則則
りり、、仲仲間間をを増増ややししたたいいとと考考ええてていいまますす。。  

全全国国組組織織のの印印西西支支部部でですす。。平平和和とと人人権権をを守守
るるたためめにに、、戦戦争争((軍軍国国主主義義、、核核戦戦争争))にに反反対対
しし、、憲憲法法をを考考ええ、、女女性性のの権権利利、、子子どどもものの
ししああわわせせ、、生生活活のの向向上上ををめめざざしし、、世世界界のの
女女性性とと手手ををつつななぐぐここととでですす。。  

活活動動場場所所  ：：  印印西西市市内内  

活活 動動 日日  ：：  通通年年  

団団体体情情報報  

様様々々なな平平和和活活動動にに参参加加。。年年間間をを通通ししてて核核兵兵器器廃廃絶絶署署名名活活動動をを行行っってていいまますす。。  
自自治治体体へへのの平平和和活活動動要要請請もも行行っってていいまますす。。  

新新婦婦人人ししんんぶぶんん  

平平和和・・人人権権  

生生ききががいいづづくくりり  健健康康・・福福祉祉  子子育育てて支支援援  自自然然・・環環境境  

平平
和和
・・
人人
権権  

3366

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

平
和
・
人
権

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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印印西西
いんざい

地地区区
ち く

保保護護
ほ ご

司司会会
し か い

  

ボボラランンテティィアアでではは困困難難なな事事例例もも多多くくななっっ
ててききままししたたがが、、保保護護司司全全員員がが社社会会的的使使命命
ををももっってて取取りり組組んんででいいまますす。。だだんんごごままつつ
りりでではは、、刑刑務務所所作作業業製製品品のの販販売売会会もも行行いい
ままししたた。。おお互互いいをを尊尊重重しし、、充充実実ししたた活活動動
ををししてていいまますす。。  

更更生生保保護護のの新新たたなな基基本本方方針針ででああるる「「再再
犯犯防防止止推推進進」」をを地地域域でで進進めめてていいくく必必要要
ががあありりまますす。。活活動動にに地地域域福福祉祉のの視視点点かか
らら、、新新たたなな取取りり組組みみをを模模索索ししてていいききまま
すす。。  

印印旛旛郡郡全全体体がが管管轄轄だだっったた  
「「印印旛旛地地区区保保護護司司会会」」かからら  
1100 年年前前にに独独立立ししてて、、  
印印西西市市とと白白井井市市でで印印西西地地区区  
保保護護司司会会がが立立ちち上上ががりりままししたた。。  

団団体体情情報報  

保保護護司司はは「「保保護護観観察察」」をを担担ううボボラランンテティィアアでですす。。触触法法者者のの相相談談相相手手ととななるるここ
ととでで、、再再犯犯防防止止にに努努めめるるととととももにに、、「「更更生生保保護護」」のの思思想想をを地地域域にに広広めめるる活活動動
ももししてていいまますす。。市市民民活活動動支支援援セセンンタターーののおお向向かかいいのの更更生生保保護護ササポポーートトセセンンタタ
ーーがが活活動動のの拠拠点点でですす。。  

活活動動場場所所  ：：  印印西西地地区区更更生生保保護護ササポポーートトセセンンタターー  

活活 動動 日日  ：：    不不定定期期  

平平和和・・人人権権  

健健康康・・福福祉祉  

3377

だだんんごごままつつりりにに参参加加！！  

平平
和和
・・
人人
権権

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

平
和
・
人
権

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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養養育育
よういく

をを語語
かた

りり合合
あ

うう会会
かい

  

親親子子関関係係はは人人間間関関係係のの原原点点でですす。。語語りり合合
いいをを通通じじてて、、自自分分のの生生きき方方、、考考ええ方方へへのの
気気づづききはは貴貴重重なな体体験験だだとと考考ええ、、活活動動ししてて
いいまますす。。  

淡淡々々とと、、細細くく長長くくここのの会会をを大大事事にに育育てて
てていいききたたいいとと思思いいまますす。。参参加加者者がが自自分分
のの気気持持ちちやや体体験験をを安安心心ししてて語語りり合合ええるる
雰雰囲囲気気をを作作っってていいききたたいいとと思思いいまますす。。  

NNPPOO法法人人いいんんばば子子どどももネネッットトワワーーククがが続続
けけててききたた勉勉強強会会にに、、ももっっとと多多くくのの人人にに参参
加加ししててももららいいたたいいととリリニニュューーアアルルししまましし
たた。。家家族族関関係係にに悩悩むむ人人、、子子どどもものの育育てて方方
にに悩悩むむ人人ににぜぜひひ参参加加ししててももららいいたたいいとと思思
っってていいまますす。。  

団団体体情情報報  

養養育育論論のの第第一一人人者者  芹芹沢沢俊俊介介氏氏にに、、時時のの事事件件やや時時事事問問題題かからら話話題題提提供供ししてていいたた
だだきき、、親親子子やや家家族族のの関関係係、、子子どどももととははどどんんなな存存在在ななののかかをを深深くく掘掘りり下下げげてて議議
論論ししまますす。。  

活活動動場場所所  ：：  印印西西市市市市民民活活動動支支援援セセンンタターー  

  中中央央駅駅前前地地域域交交流流館館  

活活 動動 日日  ：：  奇奇数数月月第第 44日日曜曜日日  午午後後  

平平和和・・人人権権  

子子育育てて支支援援  

3388

平平
和和
・・
人人
権権

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

平
和
・
人
権

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。




