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「構造改革」を地方自治の原点から問い直し
都道府県政の民主的転換に全力をつくそう
自治労連第22回都道府県職全国交流集会
市で
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◎宿泊はコテージ…リビングキッチン２ベッドルーム、シャワ
ー付きユニットバス、便座ウォーマー付き水洗トイレ、テラ
スが標準装備の広々使える２LDK
◎オプションツアー
（箱根温泉、スポーツなど）も計画中
◎キャンプファイアやバーベキューもあるよ

いま問題になっている米軍
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鎌倉 芦ノ湖（宿泊）
参加費 24,000円（往復バス・一泊・朝食２・昼食１・
夕食１・保険料込み）
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です︒また︑そこで働く労
す︒

大阪中小企業振興の要
「産技総研」とは
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