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派福島県支部派福島県支部派福島県支部派福島県支部
創立創立創立創立95959595周年記周年記周年記周年記
念祝賀念祝賀念祝賀念祝賀パーテパーテパーテパーテ
ィーィーィーィーにてにてにてにて、、、、見見見見
るるるる人人人人にににに豊豊豊豊かなかなかなかな
感性感性感性感性をををを与与与与えるえるえるえる
先生先生先生先生のののの作品作品作品作品とととと
共共共共にににに

９９９９月議会月議会月議会月議会をををを終終終終えてえてえてえて
さくらださくらださくらださくらだ葉子葉子葉子葉子

１０１０１０１０月月月月２２２２日日日日、、、、９９９９回目回目回目回目となるとなるとなるとなる一般質問一般質問一般質問一般質問をさせてをさせてをさせてをさせて頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。未来未来未来未来をををを担担担担うううう子子子子
どもたちをどもたちをどもたちをどもたちを力強力強力強力強くくくく心豊心豊心豊心豊かにかにかにかに育育育育みみみみ、、、、安全安全安全安全でででで安心安心安心安心できるできるできるできる福島県福島県福島県福島県をををを築築築築くというくというくというくという
少子高齢対策少子高齢対策少子高齢対策少子高齢対策のののの視点視点視点視点でででで今回今回今回今回もももも質問質問質問質問をををを致致致致しましたしましたしましたしました。。。。子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの「「「「生生生生きるきるきるきる
力力力力」」」」をををを育育育育みみみみ、、、、社会生活社会生活社会生活社会生活がががが出来出来出来出来るようるようるようるよう「「「「しつけしつけしつけしつけ」」」」をををを行行行行うううう就学前就学前就学前就学前のののの幼児教育幼児教育幼児教育幼児教育
のののの大切大切大切大切さをさをさをさを訴訴訴訴ええええ、、、、小学校小学校小学校小学校へのへのへのへのスクールカウンセラースクールカウンセラースクールカウンセラースクールカウンセラー配置配置配置配置、、、、精神科医精神科医精神科医精神科医ののののスススス
クールカウンセラークールカウンセラークールカウンセラークールカウンセラー増員増員増員増員、、、、臨床心理士臨床心理士臨床心理士臨床心理士とととと精神科医精神科医精神科医精神科医のののの連携連携連携連携づくりづくりづくりづくり、、、、カウンカウンカウンカウン
セリングセリングセリングセリング研修会開催研修会開催研修会開催研修会開催のののの増増増増とととと内容内容内容内容のののの充実充実充実充実、、、、教師教師教師教師ののののカウンセリングカウンセリングカウンセリングカウンセリング技術向上技術向上技術向上技術向上
のためのためのためのためカウンセリングカウンセリングカウンセリングカウンセリング研修会研修会研修会研修会へのへのへのへの積極的積極的積極的積極的なななな参加参加参加参加をををを進進進進めることなどのめることなどのめることなどのめることなどのスクスクスクスク
ールカウンセラーールカウンセラーールカウンセラーールカウンセラーにににに関関関関するするするする質問質問質問質問、、、、そしてそしてそしてそして最近最近最近最近になってになってになってになって認識認識認識認識されるようにされるようにされるようにされるように
なったなったなったなった発達障発達障発達障発達障がいにがいにがいにがいに関関関関してしてしてして、、、、早期発見早期発見早期発見早期発見とととと適切適切適切適切なななな療育療育療育療育によりによりによりにより社会社会社会社会にににに適応適応適応適応でででで
きるようにきるようにきるようにきるように育育育育てることができるとてることができるとてることができるとてることができると言言言言われていることからわれていることからわれていることからわれていることから、、、、乳幼児健康診乳幼児健康診乳幼児健康診乳幼児健康診
査査査査でのでのでのでの早期発見早期発見早期発見早期発見とととと臨床心理士臨床心理士臨床心理士臨床心理士やややや精神科医精神科医精神科医精神科医によるによるによるによる療育体制療育体制療育体制療育体制のののの整備整備整備整備についてについてについてについて
質問質問質問質問をををを致致致致しましたしましたしましたしました。。。。またまたまたまた、、、、子育子育子育子育てててて支援支援支援支援としてのとしてのとしてのとしての短時間勤務短時間勤務短時間勤務短時間勤務やややや残業免除制残業免除制残業免除制残業免除制
度度度度へのへのへのへの対応対応対応対応、、、、配偶者配偶者配偶者配偶者のののの出産出産出産出産のためののためののためののための休暇制度法制化休暇制度法制化休暇制度法制化休暇制度法制化のののの国国国国へのへのへのへの働働働働きききき掛掛掛掛けけけけ、、、、
医療制度充実医療制度充実医療制度充実医療制度充実のためののためののためののための新人看護職員教育新人看護職員教育新人看護職員教育新人看護職員教育やややや認定看護師等認定看護師等認定看護師等認定看護師等のののの確保確保確保確保、、、、食食食食のののの安安安安
全全全全・・・・安心確保安心確保安心確保安心確保のためののためののためののための食品食品食品食品のののの収去検査収去検査収去検査収去検査（（（（残留農薬残留農薬残留農薬残留農薬やややや病原微生物病原微生物病原微生物病原微生物のののの有無有無有無有無、、、、
食品添加物食品添加物食品添加物食品添加物のののの適正使用等適正使用等適正使用等適正使用等についてについてについてについて、、、、商品商品商品商品をををを押収押収押収押収してしてしてして検査検査検査検査するするするする制度制度制度制度））））のののの進進進進
めめめめ方方方方、、、、安心安心安心安心してしてしてして安全安全安全安全なななな生活生活生活生活ができるができるができるができる街街街街づくりのためのづくりのためのづくりのためのづくりのための自転車自転車自転車自転車レーンレーンレーンレーン等等等等のののの
ネットワークネットワークネットワークネットワーク化化化化によるによるによるによる自転車通行環境自転車通行環境自転車通行環境自転車通行環境のののの整備推進整備推進整備推進整備推進、、、、さらにさらにさらにさらに県県県県のののの大大大大きなきなきなきな課課課課
題題題題となっているとなっているとなっているとなっている福島空港福島空港福島空港福島空港のののの利用促進利用促進利用促進利用促進のためのためのためのため、、、、県職員県職員県職員県職員のののの出張出張出張出張でででで福島空港福島空港福島空港福島空港がががが

。。。。利用利用利用利用できるできるできるできる場合場合場合場合はははは福島空港利用福島空港利用福島空港利用福島空港利用をををを原則原則原則原則とするべきとのとするべきとのとするべきとのとするべきとの質問質問質問質問をををを致致致致しましたしましたしましたしました
私私私私のののの質問質問質問質問はははは 「「「「こうすべきでないかこうすべきでないかこうすべきでないかこうすべきでないか」」」」とととと自分自分自分自分のののの考考考考えをえをえをえを述述述述べべべべ、、、、県県県県のののの対応対応対応対応をををを求求求求、、、、
めるめるめるめる質問質問質問質問なのでなのでなのでなので、、、、すぐにはすぐにはすぐにはすぐには回答回答回答回答がががが返返返返ってはってはってはっては来来来来ませんませんませんません。。。。しかししかししかししかし、、、、なぜこのなぜこのなぜこのなぜこの
ようなようなようなような質問質問質問質問をするのかをするのかをするのかをするのか、、、、質問質問質問質問のののの意味意味意味意味をををを理解理解理解理解してもらえるようしてもらえるようしてもらえるようしてもらえるよう毎日毎日議毎日毎日議毎日毎日議毎日毎日議
論論論論をををを重重重重ねることでねることでねることでねることで施策施策施策施策にににに反映反映反映反映されていくということをされていくということをされていくということをされていくということを幾度幾度幾度幾度となくとなくとなくとなく経験経験経験経験しししし
てきましたてきましたてきましたてきました。。。。県議会当選後初県議会当選後初県議会当選後初県議会当選後初めてめてめてめて行行行行ったったったった平成平成平成平成１５１５１５１５年年年年９９９９月議会月議会月議会月議会のののの一般質問一般質問一般質問一般質問
でのでのでのでの「「「「庁内保育所庁内保育所庁内保育所庁内保育所」」」」はははは平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年にににに実現実現実現実現、、、、平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年１２１２１２１２月議会月議会月議会月議会・・・・平成平成平成平成
１９１９１９１９年年年年６６６６月議会月議会月議会月議会・・・・平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年２２２２月議会月議会月議会月議会とととと３３３３回回回回にわたってにわたってにわたってにわたって訴訴訴訴えてきたえてきたえてきたえてきた「「「「妊妊妊妊
婦一般健康診査婦一般健康診査婦一般健康診査婦一般健康診査のののの全額公費負担全額公費負担全額公費負担全額公費負担」」」」についてはについてはについてはについては、、、、平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年にににに第第第第３３３３子以降子以降子以降子以降
のののの６６６６回目回目回目回目からからからから１５１５１５１５回目回目回目回目までをまでをまでをまでを県県県県がががが全額負担全額負担全額負担全額負担することとなりすることとなりすることとなりすることとなり、、、、これをきっこれをきっこれをきっこれをきっ
かけにかけにかけにかけに公費負担公費負担公費負担公費負担をするをするをするをする市町村市町村市町村市町村がががが増増増増ええええ、、、、現在現在現在現在はははは妊婦健康診査妊婦健康診査妊婦健康診査妊婦健康診査にににに関関関関するするするする公費公費公費公費
負担負担負担負担ではではではでは福島県福島県福島県福島県がががが全国一全国一全国一全国一となりとなりとなりとなり、、、、国国国国においてもにおいてもにおいてもにおいても妊婦健康診査妊婦健康診査妊婦健康診査妊婦健康診査のののの無料化無料化無料化無料化がががが
議論議論議論議論されていますされていますされていますされています。。。。今回質問今回質問今回質問今回質問したしたしたした福島空港福島空港福島空港福島空港のののの利用促進利用促進利用促進利用促進についてはについてはについてはについては、、、、当当当当たたたた

りりりり前前前前のののの事事事事をををを言言言言ったつもりがったつもりがったつもりがったつもりが、、、、翌日翌日翌日翌日ののののＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫののののニュースニュースニュースニュースでででで繰繰繰繰りりりり返返返返
しししし取取取取りりりり上上上上げられげられげられげられ、、、、質問質問質問質問したしたしたした自分自分自分自分がががが驚驚驚驚いているところですいているところですいているところですいているところです。。。。これこれこれこれ
からもからもからもからも、、、、今何今何今何今何がががが求求求求められているのかめられているのかめられているのかめられているのか、、、、今何今何今何今何をしなければならなをしなければならなをしなければならなをしなければならな
いのかをいのかをいのかをいのかを敏感敏感敏感敏感にににに感感感感じとりじとりじとりじとり、、、、命命命命ののののリレーリレーリレーリレーをををを育育育育むことができるむことができるむことができるむことができる社会社会社会社会
をををを目指目指目指目指してしてしてして活動活動活動活動していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。
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HHHH20202020....3333....13131313農林水産委員会現農林水産委員会現農林水産委員会現農林水産委員会現
地調査地調査地調査地調査・・・・林道花塚線林道花塚線林道花塚線林道花塚線にてにてにてにて茂茂茂茂
木県北農林事務所長木県北農林事務所長木県北農林事務所長木県北農林事務所長（（（（現農現農現農現農
林水産部技監林水産部技監林水産部技監林水産部技監））））のののの説明説明説明説明をををを聞聞聞聞
くくくく

HHHH20202020....7777....11111111 福島県福島県福島県福島県
歯科医師会歯科医師会歯科医師会歯科医師会からのからのからのからの
陳情陳情陳情陳情にににに対対対対するするするする保健保健保健保健
福祉部福祉部福祉部福祉部からのからのからのからの説明説明説明説明
会会会会にににに同席同席同席同席

HHHH20202020....5555....26262626県北地方行県北地方行県北地方行県北地方行
政連絡会議政連絡会議政連絡会議政連絡会議にににに出席出席出席出席
（（（（廣比県北農林事務廣比県北農林事務廣比県北農林事務廣比県北農林事務
所長所長所長所長とととと共共共共にににに））））

ＨＨＨＨ20202020....6666....3333大大大大
原看護専門原看護専門原看護専門原看護専門
学校伊藤京学校伊藤京学校伊藤京学校伊藤京
子副学校長子副学校長子副学校長子副学校長
にににに看護師看護師看護師看護師のののの
現状現状現状現状をををを
聞聞聞聞くくくく

H20.6.10H20.6.10H20.6.10H20.6.10
国土交通国土交通国土交通国土交通
省省省省にににに東北東北東北東北
中央自動中央自動中央自動中央自動
車道等車道等車道等車道等のののの
整備促進整備促進整備促進整備促進
をををを陳情陳情陳情陳情

HHHH20202020....5555....21212121農林水産委員会農林水産委員会農林水産委員会農林水産委員会にてにてにてにて食品廃棄食品廃棄食品廃棄食品廃棄
物物物物ののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル現地調査現地調査現地調査現地調査（（（（佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県））））

HHHH20202020....7777....2222福島県理福島県理福島県理福島県理
容生活衛生同業組容生活衛生同業組容生活衛生同業組容生活衛生同業組
合中野理事長合中野理事長合中野理事長合中野理事長にににに保保保保
健福祉部長健福祉部長健福祉部長健福祉部長よりよりよりより理理理理
美容美容美容美容にににに関関関関するするするする条例条例条例条例
化化化化についてのについてのについてのについての説明説明説明説明
にににに顧問顧問顧問顧問としてとしてとしてとして同席同席同席同席

HHHH20202020....8888....6666いのちいのちいのちいのち・・・・人人人人
権問題対策特別委員権問題対策特別委員権問題対策特別委員権問題対策特別委員
会調査会調査会調査会調査においてにおいてにおいてにおいて日本日本日本日本
医科大学千葉北総病医科大学千葉北総病医科大学千葉北総病医科大学千葉北総病
院院院院にてにてにてにてドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリ
によるによるによるによる救急医療救急医療救急医療救急医療のののの取取取取
りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて調査調査調査調査

H20.7.28H20.7.28H20.7.28H20.7.28
甲子園出甲子園出甲子園出甲子園出
場場場場をををを勝勝勝勝ちちちち
取取取取ったったったった聖聖聖聖
光学院野光学院野光学院野光学院野
球部球部球部球部をををを出出出出
発前日発前日発前日発前日にににに
激励訪問激励訪問激励訪問激励訪問

HHHH20202020....8888....21212121福島県福島県福島県福島県ﾄﾗｯｸﾄﾗｯｸﾄﾗｯｸﾄﾗｯｸ協会協会協会協会のののの
副知事副知事副知事副知事にににに対対対対するするするする陳情陳情陳情陳情にににに同席同席同席同席

HHHH20202020....8888....28282828北海道北海道北海道北海道
・・・・東北六県議会東北六県議会東北六県議会東北六県議会
議員研究交流大議員研究交流大議員研究交流大議員研究交流大
会会会会にてにてにてにて福島県議福島県議福島県議福島県議
会会会会のののの「「「「食食食食のののの安全安全安全安全
・・・・安心安心安心安心へのへのへのへの取取取取りりりり
組組組組みみみみ」」」」をををを発表発表発表発表

HHHH20202020....8888....11111111自民党商労文教部会自民党商労文教部会自民党商労文教部会自民党商労文教部会にてにてにてにて
ﾄﾗｯｸﾄﾗｯｸﾄﾗｯｸﾄﾗｯｸ協会協会協会協会からのからのからのからの要望要望要望要望をををを聞聞聞聞くくくく

HHHH20202020....9999....22222222臨床心理士臨床心理士臨床心理士臨床心理士
大宮先生大宮先生大宮先生大宮先生、、、、吉田先生吉田先生吉田先生吉田先生
ににににｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ・・・・発達発達発達発達
障障障障がいについてのおがいについてのおがいについてのおがいについてのお
話話話話をををを聞聞聞聞くくくく

HHHH20202020....10101010....1111福島学院大福島学院大福島学院大福島学院大
学星野教授学星野教授学星野教授学星野教授・・・・安田教安田教安田教安田教
授授授授ににににｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ・・・・発発発発
達障達障達障達障がいについてのがいについてのがいについてのがいについての
おおおお話話話話をををを聞聞聞聞くくくく

HHHH20202020....10101010....2222 ９９９９月議会一般質問傍聴月議会一般質問傍聴月議会一般質問傍聴月議会一般質問傍聴
後後後後にににに自民党県議団自民党県議団自民党県議団自民党県議団のののの方方方方々々々々からごからごからごからご
挨拶挨拶挨拶挨拶をををを頂頂頂頂きましたきましたきましたきました

HHHH20202020....10101010....2222 ９９９９月議会一般質問月議会一般質問月議会一般質問月議会一般質問をををを傍聴傍聴傍聴傍聴してしてしてして頂頂頂頂いたいたいたいた皆様皆様皆様皆様

今回今回今回今回のののの質問質問質問質問にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、臨床心理士臨床心理士臨床心理士臨床心理士でありでありでありでありスクールスクールスクールスクール
カウンセラーカウンセラーカウンセラーカウンセラーでもあるでもあるでもあるでもある福島大学大学院福島大学大学院福島大学大学院福島大学大学院のののの生島教授生島教授生島教授生島教授やややや下下下下
のののの写真写真写真写真のののの４４４４名名名名のののの先生方先生方先生方先生方にごにごにごにご指導指導指導指導をををを頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。各先生各先生各先生各先生
方方方方がががが揃揃揃揃ってってってって言言言言っていることはっていることはっていることはっていることは、、、、発達障発達障発達障発達障がいにがいにがいにがいに対対対対するするするする理理理理
解不足解不足解不足解不足、、、、早期発見早期発見早期発見早期発見とととと療育体制整備療育体制整備療育体制整備療育体制整備のののの遅遅遅遅れですれですれですれです。。。。就学後就学後就学後就学後
やややや社会社会社会社会にににに出出出出たたたた後後後後でででで不適応症状不適応症状不適応症状不適応症状をををを示示示示してしてしてして初初初初めてめてめてめて発達障発達障発達障発達障がががが
いといといといと判断判断判断判断されることがされることがされることがされることが多多多多くくくく、、、、親親親親もももも子子子子どものどものどものどもの将来将来将来将来にににに大大大大きききき
なななな不安不安不安不安をををを抱抱抱抱えながらえながらえながらえながら生活生活生活生活しているのがしているのがしているのがしているのが現状現状現状現状ですですですです。。。。発達発達発達発達
障障障障がいはがいはがいはがいは就学前就学前就学前就学前のののの乳幼児検診時乳幼児検診時乳幼児検診時乳幼児検診時にににに発見発見発見発見しししし療育療育療育療育することすることすることすること
がががが必要必要必要必要でででで、、、、そのためにもそのためにもそのためにもそのためにも臨床心理士等臨床心理士等臨床心理士等臨床心理士等のののの専門家専門家専門家専門家によるによるによるによる
カウンセリングカウンセリングカウンセリングカウンセリング体制体制体制体制をををを早急早急早急早急にににに整備整備整備整備すべきとということすべきとということすべきとということすべきとということ

がががが、、、、今回今回今回今回のののの質問質問質問質問でででで一番訴一番訴一番訴一番訴えたかったことですえたかったことですえたかったことですえたかったことです。。。。



H20.4.10H20.4.10H20.4.10H20.4.10
福島県高福島県高福島県高福島県高
等理容美等理容美等理容美等理容美
容学院入容学院入容学院入容学院入
学式学式学式学式でででで祝祝祝祝
辞辞辞辞・・・・先生方先生方先生方先生方
とととと共共共共にににに

HHHH20202020....4444....11111111 立正立正立正立正
佼成会野田頭佼成会野田頭佼成会野田頭佼成会野田頭
教会長教会長教会長教会長とととと心心心心をををを
育育育育むむむむ教育教育教育教育につにつにつにつ
いていていていて懇談懇談懇談懇談

H20.4.7H20.4.7H20.4.7H20.4.7
桜桜桜桜のののの聖母学聖母学聖母学聖母学
院高等学校院高等学校院高等学校院高等学校
入学式入学式入学式入学式でででで理理理理
事長事長事長事長・・・・校長校長校長校長・・・・
事務局長事務局長事務局長事務局長とととと
共共共共にににに

HHHH20202020....4444....3333土地改良政治連盟第土地改良政治連盟第土地改良政治連盟第土地改良政治連盟第39393939回回回回
通常総会祝辞通常総会祝辞通常総会祝辞通常総会祝辞、、、、前役員黒澤清氏前役員黒澤清氏前役員黒澤清氏前役員黒澤清氏とととと

ＨＨＨＨ20202020....6666....6666三育三育三育三育
学園野田濠一理事長学園野田濠一理事長学園野田濠一理事長学園野田濠一理事長とととと先生方先生方先生方先生方
にににに幼児教育幼児教育幼児教育幼児教育についてのについてのについてのについての現状現状現状現状をををを

聞聞聞聞くくくく

HHHH20202020....4444....18181818花見山公花見山公花見山公花見山公
園阿部一郎氏宅園阿部一郎氏宅園阿部一郎氏宅園阿部一郎氏宅にににに
てててて阿部一郎氏阿部一郎氏阿部一郎氏阿部一郎氏・・・・片片片片
岡鶴太郎氏岡鶴太郎氏岡鶴太郎氏岡鶴太郎氏とととと共共共共にににに

HHHH20202020....4444....20202020鍼灸鍼灸鍼灸鍼灸
按按按按ﾏｯｻｰｼﾏｯｻｰｼﾏｯｻｰｼﾏｯｻｰｼﾞ゙゙゙師会師会師会師会
総会総会総会総会でででで祝辞祝辞祝辞祝辞・・・・
懇談懇談懇談懇談

HHHH20202020....3333....30303030 市制市制市制市制
施行百周年記施行百周年記施行百周年記施行百周年記
念植樹式念植樹式念植樹式念植樹式にににに参参参参
加加加加したしたしたした皆様皆様皆様皆様とととと
地域振興地域振興地域振興地域振興につにつにつにつ
いていていていて懇談懇談懇談懇談

HHHH20202020....5555....2222地域医療地域医療地域医療地域医療をををを支支支支ええええ
るるるる看護連盟看護連盟看護連盟看護連盟のののの皆様皆様皆様皆様とととと共共共共
にににに

HHHH20202020....5555....1111山王様山王様山王様山王様のおのおのおのお祭祭祭祭りりりり
にてにてにてにて祝辞祝辞祝辞祝辞、、、、地域地域地域地域のののの伝統伝統伝統伝統
文化文化文化文化をををを伝伝伝伝えるえるえるえる日枝神社日枝神社日枝神社日枝神社
のののの神楽団神楽団神楽団神楽団のののの皆様皆様皆様皆様とととと共共共共にににに

H20.6.17H20.6.17H20.6.17H20.6.17
「「「「いいざかいいざかいいざかいいざか

乙和会乙和会乙和会乙和会」」」」
主催主催主催主催のさくのさくのさくのさく
らんぼらんぼらんぼらんぼ交流交流交流交流

会会会会にににに参加参加参加参加
してしてしてして懇談懇談懇談懇談

HHHH20202020....6666....8888ｱｲﾘｽｱｲﾘｽｱｲﾘｽｱｲﾘｽ学学学学
園園児園園児園園児園園児とのとのとのとの交交交交
流会流会流会流会にににに参加参加参加参加

HHHH20202020....6666....11111111福島県福島県福島県福島県
食生活改善推進食生活改善推進食生活改善推進食生活改善推進
連絡協議会連絡協議会連絡協議会連絡協議会30303030周周周周
年記念大会年記念大会年記念大会年記念大会にてにてにてにて

HHHH20202020....7777....6666実践倫実践倫実践倫実践倫
理宏正会講演理宏正会講演理宏正会講演理宏正会講演
会会会会にににに参加参加参加参加、「、「、「、「心心心心
のののの教育教育教育教育はははは家庭家庭家庭家庭
からからからから」」」」をををを聞聞聞聞くくくく

HHHH20202020....7777....6666第第第第18181818回桜回桜回桜回桜のののの聖母学院高等学校同窓会聖母学院高等学校同窓会聖母学院高等学校同窓会聖母学院高等学校同窓会
総会総会総会総会にてにてにてにて祝辞祝辞祝辞祝辞、、、、先生方及先生方及先生方及先生方及びびびび先輩先輩先輩先輩のののの皆様皆様皆様皆様とととと

HHHH20202020....5555....30303030福島県塗装協会福島県塗装協会福島県塗装協会福島県塗装協会
第第第第11111111回定期総会回定期総会回定期総会回定期総会でででで祝辞祝辞祝辞祝辞

HHHH20202020....5555....11111111福島県社交飲食業福島県社交飲食業福島県社交飲食業福島県社交飲食業
生活衛生同業組合生活衛生同業組合生活衛生同業組合生活衛生同業組合40404040周年周年周年周年
記念式典記念式典記念式典記念式典にににに出席出席出席出席

H20.7.10H20.7.10H20.7.10H20.7.10
東北電力東北電力東北電力東北電力
のののの皆様皆様皆様皆様にににに
エネルギエネルギエネルギエネルギ
ーーーーについについについについ
てててて聞聞聞聞くくくく

HHHH20202020....7777....11111111 看護連盟看護連盟看護連盟看護連盟のののの皆様皆様皆様皆様
にににに看護職員看護職員看護職員看護職員のののの現状現状現状現状をををを聞聞聞聞くくくく

HHHH20202020....7777....10101010飯野在住飯野在住飯野在住飯野在住のののの若林先若林先若林先若林先
生生生生にににに飯野地区飯野地区飯野地区飯野地区のののの現状現状現状現状をををを聞聞聞聞くくくく

HHHH20202020....8888....29292929 聖光聖光聖光聖光
学院野球部国学院野球部国学院野球部国学院野球部国
体出場激励会体出場激励会体出場激励会体出場激励会
にてにてにてにて祝辞祝辞祝辞祝辞
子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの
生生生生きるきるきるきる力力力力をををを育育育育
むむむむクラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動
についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談

HHHH20202020....8888....8888福福福福
島島島島ｴｺｽﾗｸｴｺｽﾗｸｴｺｽﾗｸｴｺｽﾗｸﾞ゙゙゙
利用推進利用推進利用推進利用推進
協議会発協議会発協議会発協議会発
足記念式足記念式足記念式足記念式
典典典典でででで祝辞祝辞祝辞祝辞

HHHH20202020....8888....23232323飯坂小唄流飯坂小唄流飯坂小唄流飯坂小唄流しししし踊踊踊踊りりりり実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会
のののの皆様皆様皆様皆様とととと地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談

HHHH20202020....8888....25252525松川支所松川支所松川支所松川支所にてにてにてにて県道土湯温泉線道路拡幅整備事業説明会県道土湯温泉線道路拡幅整備事業説明会県道土湯温泉線道路拡幅整備事業説明会県道土湯温泉線道路拡幅整備事業説明会
H20.8.27H20.8.27H20.8.27H20.8.27
第第第第3333回福島回福島回福島回福島きききき
てててて！！！！みてみてみてみて！！！！呑呑呑呑んんんん
ででででﾗﾘｰﾗﾘｰﾗﾘｰﾗﾘｰ2008200820082008ｵｰｵｰｵｰｵｰ
ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾆﾝｸﾆﾝｸﾆﾝｸﾆﾝｸﾞ゙゙゙ｾﾚﾓﾆｰｾﾚﾓﾆｰｾﾚﾓﾆｰｾﾚﾓﾆｰ
にににに出席出席出席出席

HHHH20202020....8888....8888福福福福
島県島県島県島県ﾄﾗｯｸﾄﾗｯｸﾄﾗｯｸﾄﾗｯｸ
協会協会協会協会のののの要要要要
望打合望打合望打合望打合せせせせ

HHHH20202020....9999....5555民報社花田民報社花田民報社花田民報社花田
会長会長会長会長とととと文化振興文化振興文化振興文化振興にににに
ついてついてついてついて懇談懇談懇談懇談

HHHH20202020....9999....2222福福福福
島市倫理島市倫理島市倫理島市倫理
法人会法人会法人会法人会にににに
てててて斎須文斎須文斎須文斎須文
化化化化ｽﾎｽﾎｽﾎｽﾎﾟ゚゚゚ｰﾂｰﾂｰﾂｰﾂ
局長局長局長局長のおのおのおのお
話話話話をををを聞聞聞聞くくくく

HHHH20202020....9999....28282828ふくしまふくしまふくしまふくしま森森森森
林林林林のののの感謝祭感謝祭感謝祭感謝祭にてにてにてにて
きのこきのこきのこきのこ振興振興振興振興ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰのののの
熊田氏熊田氏熊田氏熊田氏・・・・ｼｪｼｪｼｪｼｪ････ﾙﾙﾙﾙ････ﾗｸﾗｸﾗｸﾗｸﾞ゙゙゙ｰーーーのののの
加藤加藤加藤加藤ｼｪﾌｼｪﾌｼｪﾌｼｪﾌ・・・・飯舘村飯舘村飯舘村飯舘村ちちちち
えこえこえこえこ茶屋茶屋茶屋茶屋のののの佐佐佐佐々々々々木木木木
氏氏氏氏にににに中山間地域振中山間地域振中山間地域振中山間地域振
興興興興のののの具体案具体案具体案具体案をををを聞聞聞聞くくくく

HHHH20202020....5555....8888信陵信陵信陵信陵ﾗｲｵﾝｽﾗｲｵﾝｽﾗｲｵﾝｽﾗｲｵﾝｽﾞ゙゙゙ｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌﾞ゙゙゙桜田栄桜田栄桜田栄桜田栄
一一一一をををを偲偲偲偲ぶぶぶぶ会会会会にてにてにてにて会員会員会員会員のののの皆様皆様皆様皆様とととと
議員議員議員議員のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談

HHHH20202020....5555....2222龍生派福島県支龍生派福島県支龍生派福島県支龍生派福島県支
部創立部創立部創立部創立95959595周年記念祝賀周年記念祝賀周年記念祝賀周年記念祝賀
ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ｰﾃｨｰﾃｨｰﾃｨｰﾃｨでででで祝辞祝辞祝辞祝辞、、、、感性感性感性感性をををを育育育育
むことについてむことについてむことについてむことについて懇談懇談懇談懇談

HHHH20202020....4444....11111111福島学院大学福島学院大学福島学院大学福島学院大学
付属幼稚園入園式付属幼稚園入園式付属幼稚園入園式付属幼稚園入園式・・・・入入入入
園園園園するするするする子子子子のののの母母母母とととと共共共共にににに

H20.4.12H20.4.12H20.4.12H20.4.12
南向台南向台南向台南向台でででで信信信信
陵陵陵陵ﾗｲｵﾝｽﾗｲｵﾝｽﾗｲｵﾝｽﾗｲｵﾝｽﾞ゙゙゙ｸﾗｸﾗｸﾗｸﾗ
ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙のののの皆様皆様皆様皆様とととと
地域活動地域活動地域活動地域活動にににに
ついてついてついてついて懇談懇談懇談懇談

HHHH20202020....5555....13131313 福島労働福島労働福島労働福島労働
者派遣協同組合尾者派遣協同組合尾者派遣協同組合尾者派遣協同組合尾

形理事長形理事長形理事長形理事長とととと
派遣労働派遣労働派遣労働派遣労働にににに
ついてついてついてついて懇談懇談懇談懇談

HHHH20202020....4444....13131313桜桜桜桜
台町内会総台町内会総台町内会総台町内会総
会会会会でででで自治振自治振自治振自治振
興興興興についてについてについてについて
祝辞祝辞祝辞祝辞

HHHH20202020....5555....23232323瀬上地区自治振興協議会瀬上地区自治振興協議会瀬上地区自治振興協議会瀬上地区自治振興協議会
総会総会総会総会でででで平成平成平成平成20202020年度県事業年度県事業年度県事業年度県事業をををを説明説明説明説明

HHHH20202020....5555....29292929三育幼稚三育幼稚三育幼稚三育幼稚
園園園園・・・・保育園保育園保育園保育園のののの上野上野上野上野
動物園動物園動物園動物園へのへのへのへの修園旅修園旅修園旅修園旅
行行行行にににに同行視察同行視察同行視察同行視察
幼児教育幼児教育幼児教育幼児教育におけるにおけるにおけるにおける
しつけやしつけやしつけやしつけや幼児教育幼児教育幼児教育幼児教育
者等者等者等者等のののの質質質質のののの確保確保確保確保のののの
重要性重要性重要性重要性をををを再認識再認識再認識再認識

HHHH20202020....4444....13131313舟戸諏訪神社改築建設落成祝賀会舟戸諏訪神社改築建設落成祝賀会舟戸諏訪神社改築建設落成祝賀会舟戸諏訪神社改築建設落成祝賀会にてにてにてにて地域文化地域文化地域文化地域文化のののの継承継承継承継承についてについてについてについて祝辞祝辞祝辞祝辞

HHHH20202020....4444....20202020 春季県道錬成春季県道錬成春季県道錬成春季県道錬成
大会大会大会大会でででで祝辞祝辞祝辞祝辞、、、、子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち
のののの生生生生きるきるきるきる力力力力をををを育育育育むむむむ剣道剣道剣道剣道
のののの継承継承継承継承・・・・振興振興振興振興をををを図図図図るるるる県道県道県道県道
連盟連盟連盟連盟のののの先生方先生方先生方先生方とととと共共共共にににに

H20.4.21H20.4.21H20.4.21H20.4.21
第第第第４５４５４５４５回技能五回技能五回技能五回技能五
輪全国大会入輪全国大会入輪全国大会入輪全国大会入
賞者祝賀会賞者祝賀会賞者祝賀会賞者祝賀会でででで
祝辞祝辞祝辞祝辞、、、、理容理容理容理容のののの力力力力
とととと技術技術技術技術のののの継承継承継承継承
についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談

HHHH20202020....4444....21212121機動機動機動機動
隊剣道部新特隊剣道部新特隊剣道部新特隊剣道部新特
練員激励歓迎練員激励歓迎練員激励歓迎練員激励歓迎
会会会会でででで剣道剣道剣道剣道のののの素素素素
晴晴晴晴らしさとらしさとらしさとらしさと伝伝伝伝
統文化継承統文化継承統文化継承統文化継承にににに
関関関関してごしてごしてごしてご挨拶挨拶挨拶挨拶

H20.4.27H20.4.27H20.4.27H20.4.27
山口地区山口地区山口地区山口地区
のののの皆様皆様皆様皆様にににに
りんごりんごりんごりんご畑畑畑畑
にてにてにてにて地域地域地域地域
のののの農業農業農業農業にににに
ついておついておついておついてお
話話話話をををを聞聞聞聞くくくく

HHHH20202020....4444....27272727北信北信北信北信
地区芸能発表地区芸能発表地区芸能発表地区芸能発表
会会会会でででで祝辞祝辞祝辞祝辞、、、、ﾚｸﾚﾚｸﾚﾚｸﾚﾚｸﾚ
ｰｼｮﾝﾀｰｼｮﾝﾀｰｼｮﾝﾀｰｼｮﾝﾀﾞ゙゙゙ﾝｽﾝｽﾝｽﾝｽのののの皆皆皆皆
様様様様とととと生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習
についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談

H20.4.30H20.4.30H20.4.30H20.4.30
飯坂飯坂飯坂飯坂のののの女女女女
性性性性のののの方方方方々々々々
とととと懇談懇談懇談懇談

HHHH20202020....4444....4444三育幼稚園三育幼稚園三育幼稚園三育幼稚園のののの先生方先生方先生方先生方とととと
幼児教育幼児教育幼児教育幼児教育についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談

H20.4.10H20.4.10H20.4.10H20.4.10
福島学院福島学院福島学院福島学院
大学入学大学入学大学入学大学入学
式祝辞式祝辞式祝辞式祝辞・・・・
片山教授片山教授片山教授片山教授
とととと共共共共にににに

HHHH20202020....9999....18181818北福島医療北福島医療北福島医療北福島医療
ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰでででで夜勤夜勤夜勤夜勤をををを体験体験体験体験

HHHH20202020....9999....25252525 福島歯科医福島歯科医福島歯科医福島歯科医
師会総会師会総会師会総会師会総会にてごにてごにてごにてご挨拶挨拶挨拶挨拶


