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第15回日本の建国を祝う愛知県民の集い開催

❏去る２月１１日、日本の建国を祝う愛知県民の集いが開催された。第１部の奉 祝式典に続き、第２
部には、田尾憲男氏（皇室・憲法研究家）による「万世一系の皇統を仰ぐ」と題した記念講演があった。
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「自衛隊幻想」出版記念シンポジウム開催さる
❏去る２月２６日、予備役ブルーリボンの会主催による「自衛隊幻想」出版記念シンポジウムが開催された。講師陣は、荒木
和博代表・伊藤祐靖幹事長・荒谷 卓幹事・葛城奈海広報部会長。それぞれの視点より、拉致被害者救出への意見が述
べられた。会場は、椅子を追加するほどの盛況となり、書籍も全数完売となった。

荒木和博代表

南部ふみひろ氏が
愛知県議会
一般質問に登壇
❏去る３月１日、南部ふみひろ県議が
一般質問に登壇された。当日は、地
元後援会、本会会員合わせて約８０
名が傍聴に詰めかけた。質問趣旨は、
南海トラフ地震発災における本県の対
応について。担当部局からは、選挙管
理委員長、県警本部長、防災局長よ
り答弁があった。

葛城奈海
広報部会長

伊藤祐靖幹事長 荒谷卓幹事
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■４月２日（日）午前８時開始。 ※清掃奉仕終了後、
９時より「月参り」に参列いただけます。
■引き続き５月７日（日）午前８時開始とします。
■軍手を必ずご持参ください。また、小雨なら社殿
の木枠拭きをしますので雑巾をご持参下さい。大雨
は中止になりますが疑わしい天気の場合には、現場
責任者の服部宛、電話 (070-6583-4588)を下さい。
３月５日は７名の参加でした。ありがとうございました。

（３月５日

奉仕後に撮影）

●「日本の息吹」を引続きご購読くださいますよう
お願いいたします。
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愛知県護国神社清掃奉仕予定
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