平成二十九年五月
日本会議 愛知県本部
〒４６４-０８３６
愛知県名古屋市千種区菊坂町３-５-３０２
E-mail: tokai-seikyo@mtc.biglobe.ne.jp

日本女性の会愛知
３月例会を開催

❏去る３月１４日、日本女性の会愛知が３月例
会を開催。当日は、南海トラフ地震 ＤＶＤ上映、
国民投票への方針発表があり、各人より日頃の
取り組みについての事例発表や、意見交換が活
発になされた。

TEL：052-763-4678
FAX：052-763-4588

第1回推進委員の集いを開催
国民投票勝利へ！

❏去る３月１７日、憲法改正推進委員の集いが開
催された。一昨年より、賛同者拡大運動に尽力い
ただいた推進委員が一堂に会し、これまでの経過
報告と今後に運動方針について協議があった。

名古屋西部支部、西春日井支部
合同例会を開催
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第１１回知多支部例会を開催

❏去る３月２５日、南知多町内海にあるフラワーラウンジ内海にて
名古屋西部支部と西春日井支部との合同例会が開催された。
両支部を選挙区とする愛知5区の衆議院議員、神田憲次先生ご
本人も出席され国政や森友問題などについてお話いただいた。

❏去る３月４日、知多支部例会が開催された。当日
は、南海トラフ地震発災の想定 ＤＶＤ上映や、国民投
票に向けた取り組みの提案、意見交換会が持たれた。

❀フラワーラウンジ内海❀
日本会議会員でもある名古屋経営者漁火会会長の
名倉輝光氏が創業。平成29年3月1日にオープンした。
カフェ／宴会／鉄板焼き／ラウンジなど様々なシーン
で使える複合スペース。
〒470-3321 愛知県知多郡南知多町内海西郷２３
ご予約・お問合わせ TEL 0569-64-1333
メール info@flower-lounge.com
受付時間 11:00〜17:00（月曜定休）
http://www.flower-lounge.com/
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