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東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災・・・・原発事故原発事故原発事故原発事故からからからから2222年年年年6666ヶヶヶヶ月月月月がががが過過過過ぎましたぎましたぎましたぎました。。。。福島県福島県福島県福島県においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、避避避避
難難難難しているしているしているしている方方方方々々々々がががが故郷故郷故郷故郷にににに戻戻戻戻るるるる福島県福島県福島県福島県をつくることをつくることをつくることをつくること、、、、そのためにはそのためにはそのためにはそのためには今今今今、、、、このこのこのこの福福福福
島県島県島県島県をををを支支支支ええええ、、、、このこのこのこの福島県福島県福島県福島県でででで生生生生きききき抜抜抜抜こうとしているこうとしているこうとしているこうとしている県民県民県民県民そしてそしてそしてそして子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが、、、、
心豊心豊心豊心豊かにかにかにかに日日日日々々々々のののの生活生活生活生活をををを送送送送ることができるることができるることができるることができる福島県福島県福島県福島県をつくることをつくることをつくることをつくること、、、、それがそれがそれがそれが福島県福島県福島県福島県
のののの再生再生再生再生にににに繋繋繋繋がるとがるとがるとがると信信信信じてじてじてじて活動活動活動活動をしてまいりましたをしてまいりましたをしてまいりましたをしてまいりました。。。。今今今今、、、、政治家政治家政治家政治家にににに求求求求められてめられてめられてめられて
いることがいることがいることがいることが３３３３つあるとつあるとつあるとつあると強強強強くくくく感感感感じていますじていますじていますじています。。。。一一一一つつつつ目目目目はははは、、、、今何今何今何今何をしなければならをしなければならをしなければならをしなければなら
ないのかないのかないのかないのか、、、、何何何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敏感敏感敏感敏感にににに感感感感じとるじとるじとるじとる「「「「感性感性感性感性 、、、、二二二二つつつつ目目目目はははは、、、、様様様様」」」」

「 」、 、「 」、 、「 」、 、「 」、 、々々々々なななな課題課題課題課題をををを課題課題課題課題としてとしてとしてとして認識認識認識認識しししし課題課題課題課題にににに的確的確的確的確にににに対応対応対応対応できるできるできるできる 専門性専門性専門性専門性 ３３３３つつつつ目目目目はははは
当事者当事者当事者当事者のののの立場立場立場立場にににに寄寄寄寄りりりり沿沿沿沿ったったったった施策展開施策展開施策展開施策展開をををを実現実現実現実現するするするする「「「「行動力行動力行動力行動力」」」」ですですですです。。。。このこのこのこの３３３３つのつのつのつの
力力力力をををを重重重重ねてねてねてねて知恵知恵知恵知恵をををを出出出出しししし、、、、知恵知恵知恵知恵をををを形形形形にしてにしてにしてにして、、、、政策政策政策政策にににに繋繋繋繋げていくことがげていくことがげていくことがげていくことが求求求求められめられめられめられ
ているとているとているとていると感感感感じていますじていますじていますじています。。。。未来未来未来未来はやがてやってくるものではなくはやがてやってくるものではなくはやがてやってくるものではなくはやがてやってくるものではなく、、、、目指目指目指目指すものすものすものすもの
ですですですです。。。。前号前号前号前号からからからから1111年年年年4444ヶヶヶヶ月月月月となりますがとなりますがとなりますがとなりますが、、、、このこのこのこの間間間間のふくしまののふくしまののふくしまののふくしまの未来未来未来未来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きたしてきたしてきたしてきた内容内容内容内容をおをおをおをお知知知知らせするらせするらせするらせする「「「「さくらだよりさくらだよりさくらだよりさくらだより第第第第22222222号号号号」」」」をおをおをおをお届届届届けしますけしますけしますけします。。。。

平成平成平成平成24242424年年年年1111月月月月22222222日日日日のののの自民党大会自民党大会自民党大会自民党大会でででで「「「「福島福島福島福島にににに来来来来てててて頂頂頂頂くことがくことがくことがくことが福島福島福島福島のののの復興復興復興復興にににに
。 。」 、 、 、 、。 。」 、 、 、 、。 。」 、 、 、 、。 。」 、 、 、 、繋繋繋繋がりますがりますがりますがります 福島福島福島福島にににに来来来来てててて下下下下さい とさい とさい とさい と訴訴訴訴えてえてえてえて以来 党本部 富山県 東京都以来 党本部 富山県 東京都以来 党本部 富山県 東京都以来 党本部 富山県 東京都

北海道北海道北海道北海道、、、、福井県福井県福井県福井県、、、、九州九州九州九州ブロックブロックブロックブロック、、、、山口県山口県山口県山口県、、、、兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県、、、、埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県、、、、山梨県山梨県山梨県山梨県のののの各都各都各都各都
道県連女性部局道県連女性部局道県連女性部局道県連女性部局、、、、新潟県議会柿沢正三後援会新潟県議会柿沢正三後援会新潟県議会柿沢正三後援会新潟県議会柿沢正三後援会、、、、富山県魚津市議会富山県魚津市議会富山県魚津市議会富山県魚津市議会などなどなどなど2222千人千人千人千人
をををを超超超超えるえるえるえる人人人人たちにたちにたちにたちに福島県福島県福島県福島県をををを訪訪訪訪れてれてれてれて頂頂頂頂きききき、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ福島福島福島福島のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題についについについについ
ておておておてお話話話話をさせてをさせてをさせてをさせて頂頂頂頂くとともにくとともにくとともにくとともに、、、、富山県連魚津市富山県連魚津市富山県連魚津市富山県連魚津市とととと京都府京都府京都府京都府のののの女性部局及女性部局及女性部局及女性部局及びびびび京京京京
都大学都大学都大学都大学にににに招招招招いていていていて頂頂頂頂きききき、、、、福島福島福島福島のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題についてについてについてについて訴訴訴訴えてまいりましたえてまいりましたえてまいりましたえてまいりました。。。。

HHHH24242424....06060606....18181818 福島学院大学平成福島学院大学平成福島学院大学平成福島学院大学平成
24242424年度人材寄付講座福島県年度人材寄付講座福島県年度人材寄付講座福島県年度人材寄付講座福島県
関係提供講座関係提供講座関係提供講座関係提供講座［「［「［「［「ふくしまふくしまふくしまふくしま」」」」のののの
未来未来未来未来をををを問問問問うううう～～～～今今今今、、、、われわれはわれわれはわれわれはわれわれは
何何何何をなすべきかをなすべきかをなすべきかをなすべきか～］～］～］～］をををを開講開講開講開講。。。。
第第第第1111回回回回はははは「「「「ふくしまのふくしまのふくしまのふくしまの医療医療医療医療をををを
考考考考えるえるえるえる」」」」とととと題題題題してしてしてして、、、、県立医大県立医大県立医大県立医大
菊地臣一理事長菊地臣一理事長菊地臣一理事長菊地臣一理事長にににに医療医療医療医療のののの現現現現
状状状状とととと課題課題課題課題をおをおをおをお聞聞聞聞きしましたきしましたきしましたきしました。。。。

HHHH24242424....07070707....19191919 県立県立県立県立
図書館篠木館図書館篠木館図書館篠木館図書館篠木館
長長長長とととと図書館図書館図書館図書館のののの
現状現状現状現状とととと課題課題課題課題にににに
ついてついてついてついて懇談懇談懇談懇談。。。。

HHHH25252525....07070707....29292929 福島学院大学平成福島学院大学平成福島学院大学平成福島学院大学平成25252525年度人年度人年度人年度人
材寄付講座福島県関係提供講座材寄付講座福島県関係提供講座材寄付講座福島県関係提供講座材寄付講座福島県関係提供講座［［［［見見見見ええええ
てきたてきたてきたてきた「「「「ふくしまふくしまふくしまふくしま」」」」復興復興復興復興ののののカタチカタチカタチカタチ］］］］をををを開開開開
講講講講。。。。第第第第2222回回回回でででで福島復興再生福島復興再生福島復興再生福島復興再生のののの最前線最前線最前線最前線にににに
いるいるいるいる福島復興再生総局峰久幸義事務福島復興再生総局峰久幸義事務福島復興再生総局峰久幸義事務福島復興再生総局峰久幸義事務
局長局長局長局長とととと阪神淡路大震災直後阪神淡路大震災直後阪神淡路大震災直後阪神淡路大震災直後のののの仮設住仮設住仮設住仮設住
宅対策宅対策宅対策宅対策やややや震災震災震災震災にににに耐耐耐耐えるえるえるえる街街街街づくりにづくりにづくりにづくりに取取取取
りりりり組組組組んできたんできたんできたんできた政策研究大学院大学安政策研究大学院大学安政策研究大学院大学安政策研究大学院大学安
藤尚一教授藤尚一教授藤尚一教授藤尚一教授にににに「「「「あるべきあしたのふくあるべきあしたのふくあるべきあしたのふくあるべきあしたのふく
しまのしまのしまのしまの姿姿姿姿」」」」をおをおをおをお聞聞聞聞きしましたきしましたきしましたきしました。。。。

HHHH24242424....05050505....11111111 参議院参議院参議院参議院
自民党福島復興委自民党福島復興委自民党福島復興委自民党福島復興委
員会員会員会員会においてにおいてにおいてにおいて県連県連県連県連
総務部会長総務部会長総務部会長総務部会長としてとしてとしてとして
復興財源復興財源復興財源復興財源のののの確保確保確保確保をををを
訴訴訴訴えましたえましたえましたえました。。。。

HHHH24242424....05050505....01010101 桜桜桜桜のののの聖母学院出身聖母学院出身聖母学院出身聖母学院出身のののの水泳選手加藤水泳選手加藤水泳選手加藤水泳選手加藤
和和和和さんのさんのさんのさんのオリンピックオリンピックオリンピックオリンピック壮行会壮行会壮行会壮行会でででで祝辞祝辞祝辞祝辞。。。。全力全力全力全力でででで
取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで欲欲欲欲しいとしいとしいとしいとエールエールエールエールをををを送送送送りましたりましたりましたりました。。。。

HHHH24242424....05050505....14141414 自民党東京都女性部自民党東京都女性部自民党東京都女性部自民党東京都女性部のののの皆様皆様皆様皆様
がががが福島復興支援福島復興支援福島復興支援福島復興支援のためにのためにのためにのために視察研修会視察研修会視察研修会視察研修会
でででで来県来県来県来県してしてしてして下下下下さいましたさいましたさいましたさいました。。。。

HHHH24242424....05050505....15151515 総務委総務委総務委総務委
員会県内調査員会県内調査員会県内調査員会県内調査。。。。旧避旧避旧避旧避
難指示区域難指示区域難指示区域難指示区域にあるにあるにあるにある
南相馬市原町区南相馬市原町区南相馬市原町区南相馬市原町区のののの
青葉幼稚園青葉幼稚園青葉幼稚園青葉幼稚園のののの現状現状現状現状
とととと課題課題課題課題をををを調査調査調査調査。。。。

HHHH24242424....05050505....16161616 総総総総
務委員会県務委員会県務委員会県務委員会県
内調査内調査内調査内調査。。。。県中県中県中県中
地方振興局地方振興局地方振興局地方振興局
管内管内管内管内のののの現状現状現状現状
とととと課題課題課題課題をををを調調調調
査査査査。。。。

HHHH24242424....05050505....16161616 総務委員会県内調査総務委員会県内調査総務委員会県内調査総務委員会県内調査。。。。
桜桜桜桜のののの聖母高等学校聖母高等学校聖母高等学校聖母高等学校においてにおいてにおいてにおいて被被被被
災生徒支援制度災生徒支援制度災生徒支援制度災生徒支援制度についてについてについてについて調査調査調査調査。。。。

HHHH24242424....05050505....25252525 井本敏彦氏井本敏彦氏井本敏彦氏井本敏彦氏
瑞宝双光章受章祝賀瑞宝双光章受章祝賀瑞宝双光章受章祝賀瑞宝双光章受章祝賀
会会会会にてにてにてにて祝辞祝辞祝辞祝辞。。。。

HHHH24242424....07070707....18181818 南相馬南相馬南相馬南相馬
市小高区被災調査市小高区被災調査市小高区被災調査市小高区被災調査

HHHH24242424....05050505....30303030 あづまあづまあづまあづま
果樹園果樹園果樹園果樹園でででで農地除農地除農地除農地除
染染染染・・・・風評風評風評風評のののの影響影響影響影響なななな
どをどをどをどを聞聞聞聞きましたきましたきましたきました。。。。

HHHH24242424....07070707....20202020 小児小児小児小児がんがんがんがん治療治療治療治療
にににに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる県立医県立医県立医県立医
大菊田先生大菊田先生大菊田先生大菊田先生とととと懇談懇談懇談懇談

HHHH24242424....07070707....29292929 浜通浜通浜通浜通りのりのりのりのシンボルシンボルシンボルシンボル
相馬野馬追相馬野馬追相馬野馬追相馬野馬追がががが復活復活復活復活。。。。伝統文化伝統文化伝統文化伝統文化
をををを守守守守るるるる地域地域地域地域のののの力力力力にににに感激感激感激感激ですですですです。。。。

HHHH24242424....08080808....01010101 浅川地区浅川地区浅川地区浅川地区でででで災害復旧要望対応災害復旧要望対応災害復旧要望対応災害復旧要望対応

HHHH24242424....08080808....06060606 福島県理容組合中野竹治理事長全福島県理容組合中野竹治理事長全福島県理容組合中野竹治理事長全福島県理容組合中野竹治理事長全
国理容連合会副理事長就任祝賀会祝辞国理容連合会副理事長就任祝賀会祝辞国理容連合会副理事長就任祝賀会祝辞国理容連合会副理事長就任祝賀会祝辞

HHHH24242424....08080808....07070707 総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会
県外調査県外調査県外調査県外調査（（（（滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県））））

HHHH24242424....08080808....08080808 総務委員会県外調査総務委員会県外調査総務委員会県外調査総務委員会県外調査（（（（大阪府立大学大阪府立大学大阪府立大学大阪府立大学））））

HHHH24242424....08080808....06060606 参議院自民党参議院自民党参議院自民党参議院自民党
福島復興委員会要望活動福島復興委員会要望活動福島復興委員会要望活動福島復興委員会要望活動

HHHH24242424....07070707....02020202 平成平成平成平成24242424年度福島年度福島年度福島年度福島
学院大学人材寄付講座第学院大学人材寄付講座第学院大学人材寄付講座第学院大学人材寄付講座第3333
回回回回はははは「「「「ふくしまのふくしまのふくしまのふくしまの子子子子どもたどもたどもたどもた
ちのためにやるべきことちのためにやるべきことちのためにやるべきことちのためにやるべきこと」」」」
についてについてについてについて（（（（財財財財））））福島県文化福島県文化福島県文化福島県文化
振興事業団遠藤俊博理事振興事業団遠藤俊博理事振興事業団遠藤俊博理事振興事業団遠藤俊博理事
長長長長におにおにおにお話話話話をををを伺伺伺伺いましたいましたいましたいました。。。。

HHHH24242424....08080808....13131313 湯野地区地滑湯野地区地滑湯野地区地滑湯野地区地滑りりりり
防止工事防止工事防止工事防止工事のののの現地現地現地現地をををを確認確認確認確認。。。。

HHHH24242424....07070707....31313131 福島市福島市福島市福島市
法人保育所会法人保育所会法人保育所会法人保育所会におにおにおにお
いていていていて「「「「児童福祉施児童福祉施児童福祉施児童福祉施
設設設設のののの設備及設備及設備及設備及びびびび運営運営運営運営
にににに関関関関するするするする基準基準基準基準をををを定定定定
めるめるめるめる条例条例条例条例」」」」にににに関関関関すすすす
るるるる講演講演講演講演をををを行行行行いいいい要望要望要望要望
をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。

HHHH24242424....07070707....23232323 福島学院大学福島学院大学福島学院大学福島学院大学でででで子育子育子育子育てててて支援政策支援政策支援政策支援政策をををを学学学学ぶぶぶぶ学生学生学生学生がががが「「「「けやきのけやきのけやきのけやきの子子子子」」」」
でででで子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに紙芝居紙芝居紙芝居紙芝居ををををﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾚｾﾚｾﾚｾﾚｾﾞ゙゙゙ﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾝﾄ。。。。内堀副知事内堀副知事内堀副知事内堀副知事のののの授業授業授業授業をををを受受受受けけけけ感激感激感激感激。。。。

HHHH24242424....07070707....03030303 自民党九州自民党九州自民党九州自民党九州ブロックブロックブロックブロック女性局女性局女性局女性局のののの皆様皆様皆様皆様がががが福島福島福島福島
のののの復興支援復興支援復興支援復興支援としてとしてとしてとして視察研修視察研修視察研修視察研修にににに来来来来てててて下下下下さいましたさいましたさいましたさいました。。。。

HHHH24242424....05050505....25252525 自民党北海道連女性部自民党北海道連女性部自民党北海道連女性部自民党北海道連女性部のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが復復復復
興支援視察研修興支援視察研修興支援視察研修興支援視察研修でででで福島県福島県福島県福島県にににに来来来来てててて下下下下さいましたさいましたさいましたさいました。。。。

HHHH24242424....07070707....25252525 自民党女性部自民党女性部自民党女性部自民党女性部でででで
虐待防止運動虐待防止運動虐待防止運動虐待防止運動のののの一一一一つとしつとしつとしつとし
てててて中央児童相談所中央児童相談所中央児童相談所中央児童相談所をををを視察視察視察視察。。。。
子子子子どもたちをとりまくどもたちをとりまくどもたちをとりまくどもたちをとりまく課課課課
題題題題をををを学学学学びましたびましたびましたびました。。。。

HHHH24242424....06060606....25252525 平成平成平成平成24242424年度福島学院年度福島学院年度福島学院年度福島学院
大学人材寄付講座第大学人材寄付講座第大学人材寄付講座第大学人材寄付講座第2222回回回回はははは「「「「ふふふふ
くしまのくしまのくしまのくしまの未来未来未来未来をををを考考考考えるえるえるえる」」」」とととと題題題題しししし
てててて、、、、 元県議会議長加藤貞夫氏元県議会議長加藤貞夫氏元県議会議長加藤貞夫氏元県議会議長加藤貞夫氏、、、、
県総務部長鈴木正晃氏県総務部長鈴木正晃氏県総務部長鈴木正晃氏県総務部長鈴木正晃氏、、、、県企画県企画県企画県企画
調整部長野崎洋一氏調整部長野崎洋一氏調整部長野崎洋一氏調整部長野崎洋一氏、、、、福島中央福島中央福島中央福島中央
テレビテレビテレビテレビ報道部長松川修三氏報道部長松川修三氏報道部長松川修三氏報道部長松川修三氏、、、、福福福福
島民友新聞報道部記者渡辺哲島民友新聞報道部記者渡辺哲島民友新聞報道部記者渡辺哲島民友新聞報道部記者渡辺哲
也氏也氏也氏也氏におにおにおにお話話話話をををを伺伺伺伺いましたいましたいましたいました。。。。

HHHH24242424....08080808....25252525 杉山直己杉山直己杉山直己杉山直己さんさんさんさん・・・・愛愛愛愛さんさんさんさん結婚結婚結婚結婚おめでとうございおめでとうございおめでとうございおめでとうござい
ますますますます。。。。子子子子どもはどもはどもはどもは3333人以上人以上人以上人以上をとおをとおをとおをとお願願願願いをしましたいをしましたいをしましたいをしました。。。。結婚結婚結婚結婚をしをしをしをし
てててて子子子子どもをどもをどもをどもを育育育育むむむむ家庭家庭家庭家庭をををを築築築築けるけるけるける福島福島福島福島をつくることがをつくることがをつくることがをつくることが福島福島福島福島
のののの未来未来未来未来にににに繋繋繋繋がりますがりますがりますがります。。。。福島福島福島福島のののの未来未来未来未来をををを育育育育むむむむ二人二人二人二人にににに幸幸幸幸あれあれあれあれ。。。。

HHHH24242424....08080808....23232323 飯野地区県飯野地区県飯野地区県飯野地区県
政報告会政報告会政報告会政報告会。。。。大隈橋改修大隈橋改修大隈橋改修大隈橋改修のののの
進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況などをなどをなどをなどを報告報告報告報告。。。。

HHHH24242424....06060606....09090909 自民党富山県連魚津自民党富山県連魚津自民党富山県連魚津自民党富山県連魚津
市支部女性部定期総会市支部女性部定期総会市支部女性部定期総会市支部女性部定期総会にににに招招招招かかかか
れれれれ福島復興福島復興福島復興福島復興のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題をおをおをおをお
話話話話をしてきましたをしてきましたをしてきましたをしてきました。。。。

HHHH24242424....07070707....11111111 自民党本部女性局自民党本部女性局自民党本部女性局自民党本部女性局においてにおいてにおいてにおいて「「「「東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災からからからから1111年半年半年半年半・・・・被災地被災地被災地被災地のののの今今今今とこれかとこれかとこれかとこれか
らにらにらにらに向向向向けてけてけてけて」」」」とととと題題題題してしてしてして福島県福島県福島県福島県のののの復旧復旧復旧復旧・・・・復興復興復興復興にににに関関関関するするするする討論会討論会討論会討論会をををを開催開催開催開催。。。。参加参加参加参加してしてしてして頂頂頂頂いたいたいたいた皆皆皆皆
様様様様にににに福島福島福島福島ののののトマトトマトトマトトマト・・・・キュウリキュウリキュウリキュウリをををを持参持参持参持参。。。。 自民党機関誌自民党機関誌自民党機関誌自民党機関誌りぶるりぶるりぶるりぶる9999月号月号月号月号にににに掲載掲載掲載掲載されましたされましたされましたされました。。。。

HHHH24242424....06060606....27272727 自民党福井県連女性部自民党福井県連女性部自民党福井県連女性部自民党福井県連女性部
のののの皆様方皆様方皆様方皆様方がががが福島復興支援福島復興支援福島復興支援福島復興支援のためのためのためのため
視察研修会視察研修会視察研修会視察研修会にににに来来来来てててて下下下下さいましたさいましたさいましたさいました。。。。

HHHH24242424....07070707....01010101 母校桜母校桜母校桜母校桜のののの聖母学院高聖母学院高聖母学院高聖母学院高
等学校同窓会等学校同窓会等学校同窓会等学校同窓会にてにてにてにて祝辞祝辞祝辞祝辞。。。。

HHHH24242424....08080808....18181818 県立医大整形外科学講座開講県立医大整形外科学講座開講県立医大整形外科学講座開講県立医大整形外科学講座開講
60606060周年記念祝賀会周年記念祝賀会周年記念祝賀会周年記念祝賀会。。。。福島県福島県福島県福島県のののの医療医療医療医療のののの中枢中枢中枢中枢・・・・
シンボルシンボルシンボルシンボルのののの医大医大医大医大であるようであるようであるようであるよう祝辞祝辞祝辞祝辞。。。。

HHHH24242424....08080808....24242424 あさひちゃんのあさひちゃんのあさひちゃんのあさひちゃんの来庁来庁来庁来庁をををを受受受受
けてけてけてけて、、、、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のどもたちのどもたちのどもたちの生生生生きききき
るるるる力力力力をををを育育育育むふくしまでなければとむふくしまでなければとむふくしまでなければとむふくしまでなければと
いういういういう想想想想いをいをいをいを新新新新たにしましたたにしましたたにしましたたにしました。。。。

HHHH24242424....09090909....01010101 「「「「自閉症自閉症自閉症自閉症をををを正正正正しくしくしくしく理解理解理解理解するとするとするとすると
いうこというこというこということ」」」」をををを広広広広めるためにめるためにめるためにめるためにゲーリーゲーリーゲーリーゲーリー・・・・メメメメ
ジホフジホフジホフジホフ教授教授教授教授のののの講演会講演会講演会講演会をををを福島学院大学福島学院大学福島学院大学福島学院大学でででで
開催開催開催開催。。。。約約約約400400400400人人人人がががが参加参加参加参加。。。。専門知識専門知識専門知識専門知識のののの必要性必要性必要性必要性
をををを強強強強くくくく感感感感じましたじましたじましたじました。。。。

HHHH24242424....09090909....07070707 自民党自民党自民党自民党
山口県連女性部山口県連女性部山口県連女性部山口県連女性部
被災地支援視察被災地支援視察被災地支援視察被災地支援視察
研修会研修会研修会研修会にてにてにてにて「「「「福島福島福島福島
のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題」」」」にににに
ついてついてついてついて講演講演講演講演。。。。

HHHH24242424....09090909....05050505 京都大学京都大学京都大学京都大学においてにおいてにおいてにおいて「「「「福島福島福島福島
のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題」」」」についてについてについてについて講演講演講演講演。。。。

HHHH24242424....09090909....06060606 京都府連京都府連京都府連京都府連
女性局研修会女性局研修会女性局研修会女性局研修会においにおいにおいにおい
てててて「「「「福島福島福島福島のののの現状現状現状現状とととと課課課課
題題題題」」」」についてについてについてについて講演講演講演講演。。。。

HHHH24242424....10101010....01010101 復興支援視察復興支援視察復興支援視察復興支援視察でででで福福福福
島県島県島県島県をををを訪訪訪訪れたれたれたれた自民党兵庫県自民党兵庫県自民党兵庫県自民党兵庫県
連女性局研修会連女性局研修会連女性局研修会連女性局研修会にてにてにてにて「「「「福島福島福島福島のののの
現状現状現状現状とととと課題課題課題課題」」」」についてについてについてについて講演講演講演講演。。。。

HHHH24242424....07070707....27272727 総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会によるによるによるによる国国国国
へのへのへのへの要望活動要望活動要望活動要望活動。。。。復興庁峰久事務復興庁峰久事務復興庁峰久事務復興庁峰久事務
次官次官次官次官にににに要望書要望書要望書要望書をををを渡渡渡渡しましたしましたしましたしました。。。。

HHHH24242424....10101010....25252525 復復復復
興支援視察興支援視察興支援視察興支援視察
でででで福島県福島県福島県福島県をををを
訪訪訪訪れたれたれたれた自民自民自民自民
党埼玉県連党埼玉県連党埼玉県連党埼玉県連
女性部女性部女性部女性部がががが内内内内
堀副知事堀副知事堀副知事堀副知事をををを
表敬訪問表敬訪問表敬訪問表敬訪問。。。。

HHHH24242424....10101010....20202020 第第第第30303030回北回北回北回北
信文化祭信文化祭信文化祭信文化祭りでりでりでりで地域地域地域地域のののの
生生生生きききき生生生生きしたきしたきしたきした活動活動活動活動にににに
力力力力をををを頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。

HHHH24242424....11111111....19191919 新潟県新潟県新潟県新潟県
議会議員柿沢正議会議員柿沢正議会議員柿沢正議会議員柿沢正
三氏三氏三氏三氏がががが復興支援復興支援復興支援復興支援
のためのためのためのため約約約約800800800800名名名名のののの
支持者支持者支持者支持者をををを連連連連れてれてれてれて
福島県福島県福島県福島県をををを訪訪訪訪れてれてれてれて
下下下下さいましたさいましたさいましたさいました。。。。

HHHH25252525....02020202....04040404 行行行行
政視察政視察政視察政視察でででで福福福福
島県島県島県島県をををを訪訪訪訪れれれれ
たたたた富山県魚富山県魚富山県魚富山県魚
津市議会議津市議会議津市議会議津市議会議
員団員団員団員団にににに福島福島福島福島
のののの現状現状現状現状とととと課課課課
題題題題をををを話話話話すすすす。。。。

HHHH25252525....04040404....13131313 昨年昨年昨年昨年にににに
引引引引きききき続続続続きききき自民党本自民党本自民党本自民党本
部女性局部女性局部女性局部女性局がががが被災地被災地被災地被災地
支援視察支援視察支援視察支援視察。。。。福島愛福島愛福島愛福島愛
育園育園育園育園、、、、福島学院大福島学院大福島学院大福島学院大
学学学学、、、、小高工業高校小高工業高校小高工業高校小高工業高校、、、、
南相馬市立病院南相馬市立病院南相馬市立病院南相馬市立病院などをなどをなどをなどを視察視察視察視察しししし
てててて頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。

HHHH24242424....09090909....03030303 高齢社会高齢社会高齢社会高齢社会でででで求求求求めらめらめらめら
れているれているれているれている介護施設介護施設介護施設介護施設ハッピーハッピーハッピーハッピー
愛愛愛愛ランドランドランドランドほばらほばらほばらほばら落成祝賀会落成祝賀会落成祝賀会落成祝賀会。。。。

HHHH25252525....07070707....22222222 福島学院大学平成福島学院大学平成福島学院大学平成福島学院大学平成25252525年度人材寄付年度人材寄付年度人材寄付年度人材寄付
講座第講座第講座第講座第１１１１回回回回はははは国土交通省東北整備局企画部技国土交通省東北整備局企画部技国土交通省東北整備局企画部技国土交通省東北整備局企画部技
術調整管理官加藤信行氏術調整管理官加藤信行氏術調整管理官加藤信行氏術調整管理官加藤信行氏にににに復旧復旧復旧復旧・・・・復興復興復興復興のののの現状現状現状現状
とととと課題課題課題課題・・・・国国国国のののの取組取組取組取組についておについておについておについてお話話話話をををを伺伺伺伺いましたいましたいましたいました。。。。

HHHH24242424....09090909....14141414 「「「「福島農福島農福島農福島農をををを考考考考えるえるえるえる会会会会」」」」においてにおいてにおいてにおいて畠農林水産部長畠農林水産部長畠農林水産部長畠農林水産部長をおをおをおをお招招招招きききき
してしてしてして農業農業農業農業のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題についておについておについておについてお話話話話をしてをしてをしてをして頂頂頂頂きききき、、、、懇談致懇談致懇談致懇談致しましたしましたしましたしました。。。。

HHHH25252525....07070707....29292929 福島学福島学福島学福島学
院大学平成院大学平成院大学平成院大学平成25252525年年年年
度人材寄付講座度人材寄付講座度人材寄付講座度人材寄付講座
第第第第2222回回回回のののの政策研究政策研究政策研究政策研究
大学院大学安藤大学院大学安藤大学院大学安藤大学院大学安藤
教授教授教授教授がががが内堀副知内堀副知内堀副知内堀副知
事事事事をををを表敬訪問表敬訪問表敬訪問表敬訪問。。。。

HHHH24242424....10101010....11111111 「「「「小児小児小児小児がんのがんのがんのがんの子子子子
どもをどもをどもをどもを守守守守るるるる親親親親のののの会会会会」」」」のののの保健保健保健保健
福祉部福祉部福祉部福祉部へのへのへのへの
要望要望要望要望にににに対応対応対応対応。。。。

HHHH24242424....10101010....09090909 火力発電所石炭灰活用検討会火力発電所石炭灰活用検討会火力発電所石炭灰活用検討会火力発電所石炭灰活用検討会。。。。復旧復旧復旧復旧・・・・復興復興復興復興にににに
必要必要必要必要なななな盛土材盛土材盛土材盛土材としてとしてとしてとして利用利用利用利用するためにするためにするためにするために東京電力東京電力東京電力東京電力、、、、東北電東北電東北電東北電
力力力力、、、、相馬共同火力相馬共同火力相馬共同火力相馬共同火力、、、、常磐共同火力常磐共同火力常磐共同火力常磐共同火力、、、、県土木部県土木部県土木部県土木部でででで打合打合打合打合せせせせ。。。。

HHHH24242424....10101010....01010101 第第第第38383838回東北理容競技大会入賞者祝賀会回東北理容競技大会入賞者祝賀会回東北理容競技大会入賞者祝賀会回東北理容競技大会入賞者祝賀会

HHHH24242424....09090909....22222222 街頭演説会街頭演説会街頭演説会街頭演説会
にににに86868686才才才才のおばあちゃんのおばあちゃんのおばあちゃんのおばあちゃん
もももも来来来来てててて頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。HHHH24242424....09090909....21212121 高松宮賜杯第高松宮賜杯第高松宮賜杯第高松宮賜杯第56565656回全日本軟式野球大会開会式回全日本軟式野球大会開会式回全日本軟式野球大会開会式回全日本軟式野球大会開会式。。。。

警察音楽隊警察音楽隊警察音楽隊警察音楽隊のののの演奏演奏演奏演奏にふくしまにふくしまにふくしまにふくしま復興復興復興復興のののの歩歩歩歩みをみをみをみを実感実感実感実感しましたしましたしましたしました。。。。
HHHH24242424....09090909....21212121 飯坂地区飯坂地区飯坂地区飯坂地区のののの国道国道国道国道399399399399号線号線号線号線にかかるにかかるにかかるにかかる地元地元地元地元のののの要望要望要望要望にににに対応対応対応対応。。。。

HHHH24242424....09090909....22222222 ３３３３人人人人
のこどもをのこどもをのこどもをのこどもを楽楽楽楽
しんでしんでしんでしんで育育育育てててててててて
いるおいるおいるおいるお母母母母さんさんさんさん！！！！
がんばれがんばれがんばれがんばれ！！！！

HHHH24242424....11111111....03030303 赤城神社赤城神社赤城神社赤城神社こどもまこどもまこどもまこどもま
つりをつりをつりをつりを支支支支えているえているえているえている皆様皆様皆様皆様とととと大大大大
森地区森地区森地区森地区のののの課題課題課題課題についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談。。。。

HHHH24242424....10101010....19191919 自民党女自民党女自民党女自民党女
性部役員会性部役員会性部役員会性部役員会においてにおいてにおいてにおいて
ハッピーオレンジハッピーオレンジハッピーオレンジハッピーオレンジ運運運運
動動動動（（（（虐待防止運動虐待防止運動虐待防止運動虐待防止運動））））にににに
ついてついてついてついて協議協議協議協議。。。。

HHHH24242424....10101010....13131313 畠隆介畠隆介畠隆介畠隆介さんさんさんさん、、、、良美良美良美良美ささささ
んんんん、、、、結婚結婚結婚結婚おめでとうございまおめでとうございまおめでとうございまおめでとうございま
すすすす。。。。未来未来未来未来をををを育育育育むむむむ子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが
いっぱいのいっぱいのいっぱいのいっぱいの結婚式結婚式結婚式結婚式。。。。子子子子どもはどもはどもはどもは3333
人以上人以上人以上人以上をとおをとおをとおをとお願願願願いしましたいしましたいしましたいしました。。。。

HHHH25252525....07070707....22222222 福島学院大学平成福島学院大学平成福島学院大学平成福島学院大学平成25252525年度年度年度年度
人材寄付講座第人材寄付講座第人材寄付講座第人材寄付講座第１１１１回加藤氏回加藤氏回加藤氏回加藤氏のののの講義講義講義講義。。。。

H25.08.05H25.08.05H25.08.05H25.08.05
福島学院大学福島学院大学福島学院大学福島学院大学
平成平成平成平成25252525年度人年度人年度人年度人
材寄付講座材寄付講座材寄付講座材寄付講座
第第第第3333回回回回はふくはふくはふくはふく
しましましましま復興復興復興復興のののの歩歩歩歩
みとみとみとみと題題題題してしてしてして県県県県
のののの取組取組取組取組についについについについ
てててて県県県県のののの畠利行畠利行畠利行畠利行
農林水産部長農林水産部長農林水産部長農林水産部長
とととと渡辺宏喜土木部長渡辺宏喜土木部長渡辺宏喜土木部長渡辺宏喜土木部長にににに
おおおお話話話話をしてをしてをしてをして頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。

HHHH24242424....10101010....27272727 福島学院福島学院福島学院福島学院
大学大学大学大学「「「「にこにこまつにこにこまつにこにこまつにこにこまつ
りりりり」」」」をををを開催開催開催開催。。。。石山先生石山先生石山先生石山先生
ののののパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスがががが
圧巻圧巻圧巻圧巻でしたでしたでしたでした。。。。

HHHH24242424....11111111....01010101 被災地被災地被災地被災地のののの教育現場教育現場教育現場教育現場
をををを調査調査調査調査。。。。鹿島小学校鹿島小学校鹿島小学校鹿島小学校はははは一一一一つのつのつのつの
教室教室教室教室ををををパーテーションパーテーションパーテーションパーテーションでででで２２２２つつつつ
にににに区切区切区切区切ってってってって授業授業授業授業をしていたをしていたをしていたをしていた
ことにことにことにことに驚驚驚驚きましたきましたきましたきました。。。。

HHHH24242424....10101010....28282828 パンダハウスパンダハウスパンダハウスパンダハウス
のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題をををを調査調査調査調査。。。。
パンダハウスパンダハウスパンダハウスパンダハウスのののの役割役割役割役割をもをもをもをも
っとっとっとっと広広広広くくくく知知知知らせなければらせなければらせなければらせなければ
とととと強強強強くくくく感感感感じましたじましたじましたじました。。。。

HHHH24242424....10101010....23232323 第第第第5555回福島県交通安全県民回福島県交通安全県民回福島県交通安全県民回福島県交通安全県民
大会大会大会大会においてにおいてにおいてにおいて母母母母のののの会会会会のののの皆様皆様皆様皆様とととと懇談懇談懇談懇談。。。。

HHHH24242424....11111111....08080808 参議院自民党福島復興委員会参議院自民党福島復興委員会参議院自民党福島復興委員会参議院自民党福島復興委員会でででで総務部会長総務部会長総務部会長総務部会長
としてとしてとしてとして農業水利施設農業水利施設農業水利施設農業水利施設のののの除染除染除染除染についてについてについてについて環境省環境省環境省環境省とととと農林水産農林水産農林水産農林水産
省省省省にににに考考考考ええええ方方方方をををを質質質質しししし、、、、 除染対象除染対象除染対象除染対象とするようとするようとするようとするよう求求求求めましためましためましためました。。。。

HHHH24242424....11111111....11111111 福島県歯科口腔福島県歯科口腔福島県歯科口腔福島県歯科口腔
保険保険保険保険のののの推進推進推進推進にににに関関関関するするするする条例条例条例条例
制定祈念講演会制定祈念講演会制定祈念講演会制定祈念講演会においてにおいてにおいてにおいて
条例条例条例条例のののの内容内容内容内容についてについてについてについて説明説明説明説明。。。。

HHHH24242424....11111111....12121212 自民党女性部中央研修会自民党女性部中央研修会自民党女性部中央研修会自民党女性部中央研修会。。。。風評対策風評対策風評対策風評対策としてとしてとしてとして石破石破石破石破
幹事長幹事長幹事長幹事長、、、、安倍総裁安倍総裁安倍総裁安倍総裁にふくしまのりんごをにふくしまのりんごをにふくしまのりんごをにふくしまのりんごを届届届届けましたけましたけましたけました。。。。 HHHH24242424....11111111....19191919 福島県美容組合福島県美容組合福島県美容組合福島県美容組合ととととグループグループグループグループ補助金補助金補助金補助金についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談。。。。

HHHH24242424....11111111....14141414 朝日新聞文化事業団朝日新聞文化事業団朝日新聞文化事業団朝日新聞文化事業団によるによるによるによる被災地支援被災地支援被災地支援被災地支援「「「「千住真理子演奏会千住真理子演奏会千住真理子演奏会千住真理子演奏会」」」」をををを
コーディネートコーディネートコーディネートコーディネート。。。。瀬上小学校瀬上小学校瀬上小学校瀬上小学校、、、、桜桜桜桜のののの聖母中学高等学校聖母中学高等学校聖母中学高等学校聖母中学高等学校、、、、聖光学院聖光学院聖光学院聖光学院、、、、南相馬市小南相馬市小南相馬市小南相馬市小
中学校中学校中学校中学校5555校校校校のののの子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに本物本物本物本物をををを届届届届けましたけましたけましたけました。。。。

HHHH24242424....11111111....07070707 被災地支援被災地支援被災地支援被災地支援「「「「子子子子
どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに唄唄唄唄をををを届届届届けるけるけるける」 。」 。」 。」 。
西部三育幼稚園西部三育幼稚園西部三育幼稚園西部三育幼稚園、、、、北信保育北信保育北信保育北信保育
園園園園、、、、あづまあづまあづまあづま保育園保育園保育園保育園でででで、、、、熊坂真熊坂真熊坂真熊坂真
理理理理さんのさんのさんのさんの歌声歌声歌声歌声がががが子子子子どもたどもたどもたどもた
ちにちにちにちに感動感動感動感動をををを与与与与えてくれまえてくれまえてくれまえてくれま
したしたしたした。。。。 HHHH24242424....11111111....17171717 自民党東北自民党東北自民党東北自民党東北・・・・北海道北海道北海道北海道ブロックブロックブロックブロック女性部代表女性部代表女性部代表女性部代表

者会議者会議者会議者会議。。。。福島県福島県福島県福島県のののの課題課題課題課題をををを報告報告報告報告しましたしましたしましたしました。。。。

HHHH24242424....08080808....10101010 福島市法人保育所会福島市法人保育所会福島市法人保育所会福島市法人保育所会のののの要望要望要望要望
内容内容内容内容のののの詳細詳細詳細詳細をおをおをおをお聞聞聞聞きしましたきしましたきしましたきしました。。。。 HHHH24242424....09090909....20202020 自民党自民党自民党自民党

としてとしてとしてとして福島市法人福島市法人福島市法人福島市法人
保育所会保育所会保育所会保育所会のののの要望要望要望要望をををを
受受受受けけけけ取取取取りましたりましたりましたりました。。。。

HHHH25252525....04040404....23232323 山梨県連女性部山梨県連女性部山梨県連女性部山梨県連女性部のののの方方方方々々々々がががが被被被被
災地支援視察災地支援視察災地支援視察災地支援視察にににに来来来来てててて下下下下さいましたさいましたさいましたさいました。。。。

福島県福島県福島県福島県やややや県議会県議会県議会県議会がががが、、、、何何何何をををを目指目指目指目指しししし、、、、何何何何をしているのかをしているのかをしているのかをしているのか。。。。県民県民県民県民にににに理解理解理解理解をををを深深深深めめめめ
てててて頂頂頂頂くためにくためにくためにくために、、、、平成平成平成平成19191919年度年度年度年度からからからから福島学院大学人材寄付講座福島学院大学人材寄付講座福島学院大学人材寄付講座福島学院大学人材寄付講座においてにおいてにおいてにおいて「「「「福島県福島県福島県福島県
関係講座関係講座関係講座関係講座」」」」をををを開講開講開講開講させてさせてさせてさせて頂頂頂頂いていますいていますいていますいています。。。。これまでこれまでこれまでこれまで知事知事知事知事やややや県議会議長県議会議長県議会議長県議会議長、、、、県教育県教育県教育県教育
長長長長、、、、県警本部長県警本部長県警本部長県警本部長、、、、各部長各部長各部長各部長などになどになどになどに、、、、おおおお話話話話をしてをしてをしてをして頂頂頂頂いてきましたいてきましたいてきましたいてきました。。。。大震災後大震災後大震災後大震災後のののの平平平平
成成成成24242424年度年度年度年度・・・・25252525年度年度年度年度はははは、、、、復旧復旧復旧復旧・・・・復興復興復興復興にににに関関関関するするするする講座講座講座講座をををを開講開講開講開講しししし、、、、毎回多毎回多毎回多毎回多くのくのくのくの方方方方にににに参参参参

加加加加してしてしてして頂頂頂頂きききき、、、、復旧復旧復旧復旧・・・・復興復興復興復興のののの現状現状現状現状やややや課題課題課題課題についてについてについてについて理解理解理解理解をををを深深深深めてめてめてめて頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。



HHHH25252525....08080808....19191919～～～～20202020 自民党女性部中央研修自民党女性部中央研修自民党女性部中央研修自民党女性部中央研修をををを実施実施実施実施。。。。党党党党
本部本部本部本部でででで女性部長女性部長女性部長女性部長としてとしてとしてとして研修研修研修研修のののの目的目的目的目的をおをおをおをお話話話話するとするとするとすると
ころからころからころからころから研修研修研修研修がががが始始始始まりましたまりましたまりましたまりました。。。。東日本大震災復興東日本大震災復興東日本大震災復興東日本大震災復興
加速化大島本部長加速化大島本部長加速化大島本部長加速化大島本部長・・・・石井石井石井石井みどりみどりみどりみどり参議院議員参議院議員参議院議員参議院議員にににに福島福島福島福島
のののの「「「「もももももももも」」」」をををを届届届届けましたけましたけましたけました。。。。国会議事堂国会議事堂国会議事堂国会議事堂をををを見学見学見学見学。。。。小池小池小池小池
百合子広報本部長百合子広報本部長百合子広報本部長百合子広報本部長のごのごのごのご挨拶挨拶挨拶挨拶。。。。東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災でおでおでおでお亡亡亡亡
くなりになったくなりになったくなりになったくなりになった方方方方々々々々のごのごのごのご冥福冥福冥福冥福とととと福島福島福島福島のののの復興復興復興復興をををを願願願願っっっっ
てててて明治神宮明治神宮明治神宮明治神宮をををを参拝参拝参拝参拝。。。。インターンシッププログラムインターンシッププログラムインターンシッププログラムインターンシッププログラム
のののの長岡君長岡君長岡君長岡君（（（（山形大山形大山形大山形大3333年年年年）、）、）、）、船木君船木君船木君船木君（（（（東北学院大東北学院大東北学院大東北学院大1111年年年年））））もももも
参加参加参加参加しししし、、、、有意義有意義有意義有意義なななな研修研修研修研修をををを実施実施実施実施できましたできましたできましたできました。。。。

HHHH25252525....08080808....12121212 看護連盟笹原会長看護連盟笹原会長看護連盟笹原会長看護連盟笹原会長・・・・本内幹事長本内幹事長本内幹事長本内幹事長・・・・石石石石
田参議院議員田参議院議員田参議院議員田参議院議員とととと医療医療医療医療のののの課題課題課題課題についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談。。。。

H25.08.22H25.08.22H25.08.22H25.08.22
福島県生福島県生福島県生福島県生
活衛生同活衛生同活衛生同活衛生同
業組合業組合業組合業組合のののの
執行部執行部執行部執行部へへへへ
のののの要望要望要望要望にににに
対応対応対応対応。。。。

HHHH25252525....08080808....21212121 福島福島福島福島
県歯科医師会県歯科医師会県歯科医師会県歯科医師会
のののの執行部執行部執行部執行部へのへのへのへの
要望要望要望要望にににに対応対応対応対応。。。。

HHHH25252525....08080808....21212121 佐藤一佐藤一佐藤一佐藤一
好福島市議会議長好福島市議会議長好福島市議会議長好福島市議会議長
とととと中野哲郎副議長中野哲郎副議長中野哲郎副議長中野哲郎副議長
がががが来庁来庁来庁来庁。。。。就任就任就任就任おめでおめでおめでおめで
とうございますとうございますとうございますとうございます。。。。

HHHH25252525....08080808....29292929 飯野地区懇談会飯野地区懇談会飯野地区懇談会飯野地区懇談会HHHH25252525....08080808....23232323 福島県看護協会福島県看護協会福島県看護協会福島県看護協会・・・・看護連盟看護連盟看護連盟看護連盟のののの執行部執行部執行部執行部へのへのへのへの要望要望要望要望にににに対応対応対応対応

HHHH25252525....08080808....22222222 インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップでででで私私私私のののの政政政政
治活動治活動治活動治活動をををを学学学学ぶぶぶぶ学生学生学生学生がががが総務部長総務部長総務部長総務部長とととと福島福島福島福島
県立図書館長県立図書館長県立図書館長県立図書館長をををを表敬訪問表敬訪問表敬訪問表敬訪問。。。。

○○○○平成平成平成平成25252525年年年年6666月議会代表質問月議会代表質問月議会代表質問月議会代表質問においてにおいてにおいてにおいて導導導導きききき出出出出したしたしたした主主主主なななな回答回答回答回答
・・・・少子対策少子対策少子対策少子対策のののの一一一一つとしてのつとしてのつとしてのつとしての妊婦妊婦妊婦妊婦がががが感染感染感染感染するとするとするとすると赤赤赤赤ちゃんへのちゃんへのちゃんへのちゃんへの影響影響影響影響がががが懸懸懸懸

念念念念されるされるされるされる風疹風疹風疹風疹のののの成人向成人向成人向成人向けけけけワクチンワクチンワクチンワクチン接種費用補助接種費用補助接種費用補助接種費用補助をををを実施実施実施実施。。。。
・・・・TPPTPPTPPTPP参加参加参加参加によるによるによるによる県内農林水産業県内農林水産業県内農林水産業県内農林水産業へのへのへのへの影響試算額影響試算額影響試算額影響試算額1111,,,,041041041041億円億円億円億円のののの公表公表公表公表。。。。
・・・・避難指示解除準備区域避難指示解除準備区域避難指示解除準備区域避難指示解除準備区域でででで事業再開事業再開事業再開事業再開をををを目指目指目指目指すすすす事業者事業者事業者事業者がががが「「「「グループグループグループグループ補補補補

助金助金助金助金」」」」をををを再度使再度使再度使再度使えるようにするえるようにするえるようにするえるようにする適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲のののの見直見直見直見直しししし。。。。

○○○○平成平成平成平成24242424年年年年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においてにおいてにおいてにおいて導導導導きききき出出出出したしたしたした主主主主なななな回答回答回答回答
・・・・平成平成平成平成23232323年年年年12121212月議会月議会月議会月議会でででで回答回答回答回答をををを得得得得ていたていたていたていた小児医療拠点小児医療拠点小児医療拠点小児医療拠点としてとしてとしてとして整備整備整備整備するするするする県立県立県立県立

「 」 「 」 。「 」 「 」 。「 」 「 」 。「 」 「 」 。医科大学 子医科大学 子医科大学 子医科大学 子どもどもどもども医療医療医療医療センターセンターセンターセンター にににに 子子子子どもどもどもども専用集中治療室専用集中治療室専用集中治療室専用集中治療室 をををを設置設置設置設置
・・・・福島県復興福島県復興福島県復興福島県復興ののののシンボルシンボルシンボルシンボル事業事業事業事業としてとしてとしてとして、、、、天皇天皇天皇天皇・・・・皇后両陛下皇后両陛下皇后両陛下皇后両陛下をををを招招招招いてのいてのいてのいての「「「「全全全全

国植樹祭国植樹祭国植樹祭国植樹祭」」」」のののの平成平成平成平成30303030年開催年開催年開催年開催にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ。。。。
・・・・ 児童福祉施設児童福祉施設児童福祉施設児童福祉施設のののの整備及整備及整備及整備及びびびび運営運営運営運営にににに関関関関するするするする基準基準基準基準をををを定定定定めるめるめるめる条例条例条例条例」」」」へのへのへのへの児童福児童福児童福児童福「「「「

祉施設祉施設祉施設祉施設のののの質質質質をををを高高高高めるめるめるめる４４４４項目項目項目項目のののの福島県独自基準福島県独自基準福島県独自基準福島県独自基準のののの盛盛盛盛りりりり込込込込みみみみ。。。。

HHHH24242424....12121212....10101010 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
のののの皆様皆様皆様皆様とととと出張理容出張理容出張理容出張理容
についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談。。。。

HHHH24242424....12121212....18181818 １２１２１２１２月月月月
議会総括審査会議会総括審査会議会総括審査会議会総括審査会
でででで教育教育教育教育のののの在在在在りりりり方方方方
をををを質質質質しましたしましたしましたしました。。。。

HHHH24242424....12121212....24242424 「「「「明明明明るいるいるいるい社会社会社会社会づくりづくりづくりづくり運動運動運動運動」」」」でででで音音音音のののの出出出出るるるる信号機信号機信号機信号機
のののの設置設置設置設置などをなどをなどをなどを行行行行っているっているっているっている「「「「通通通通りゃんせりゃんせりゃんせりゃんせ基金基金基金基金」」」」へのへのへのへの募金募金募金募金をををを
呼呼呼呼びかけるびかけるびかけるびかけるラジオラジオラジオラジオ・・・・
チャリティーチャリティーチャリティーチャリティー・・・・
ミュージックソンミュージックソンミュージックソンミュージックソン
をををを訪訪訪訪れましたれましたれましたれました。。。。

HHHH24242424....12121212....29292929 聖光学院聖光学院聖光学院聖光学院サッカーサッカーサッカーサッカー部部部部
全国大会壮行会祝辞全国大会壮行会祝辞全国大会壮行会祝辞全国大会壮行会祝辞。。。。全身全霊全身全霊全身全霊全身全霊
でででで掴掴掴掴みみみみ取取取取ったったったった初出場初出場初出場初出場ににににエールエールエールエール。。。。

HHHH24242424....12121212....24242424 「「「「明明明明るいるいるいるい社社社社
会会会会づくりづくりづくりづくり運動運動運動運動」」」」でででで必要必要必要必要
性性性性をををを実感実感実感実感しているしているしているしているパパパパ
ンダハウスンダハウスンダハウスンダハウスをををを訪問訪問訪問訪問。。。。

HHHH25252525....01010101....04040404 平平平平
成成成成25252525年福島市年福島市年福島市年福島市
新年市民交歓新年市民交歓新年市民交歓新年市民交歓
会及会及会及会及びびびび飯坂方飯坂方飯坂方飯坂方
部新年顔合部新年顔合部新年顔合部新年顔合わわわわ
せせせせ会会会会。。。。一人一一人一一人一一人一
人人人人がががが福島福島福島福島をををを支支支支
えるえるえるえる力力力力につなにつなにつなにつな
がっているこがっているこがっているこがっているこ
とをとをとをとを感感感感じるじるじるじる一一一一
時時時時でしたでしたでしたでした。。。。

HHHH25252525....01010101....05050505 福島市中央卸売市場初荷福島市中央卸売市場初荷福島市中央卸売市場初荷福島市中央卸売市場初荷。。。。
おいしいものをおいしいものをおいしいものをおいしいものを届届届届けてくれるけてくれるけてくれるけてくれる福島市福島市福島市福島市

のののの台所台所台所台所ですですですです。。。。

HHHH25252525....01010101....17171717 飯坂温泉乙飯坂温泉乙飯坂温泉乙飯坂温泉乙
和会和会和会和会ががががＰＲＰＲＰＲＰＲ活動活動活動活動にににに県県県県
庁庁庁庁をををを訪訪訪訪れましたれましたれましたれました。。。。

HHHH25252525....01010101....17171717 不動寺不動寺不動寺不動寺
檀家檀家檀家檀家のののの皆様皆様皆様皆様にににに今今今今
福島福島福島福島でででで求求求求められめられめられめられ
ているているているている「「「「家庭家庭家庭家庭のののの大大大大
切切切切ささささ」」」」をおをおをおをお話話話話しさしさしさしさ
せてせてせてせて頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。

HHHH25252525....01010101....09090909 湯野湯野湯野湯野
地区地区地区地区のののの果樹園果樹園果樹園果樹園
でででで大震災後増大震災後増大震災後増大震災後増
えているえているえているえているイノイノイノイノ
シシシシシシシシによるによるによるによる被被被被
害状況害状況害状況害状況をををを調査調査調査調査。。。。

HHHH25252525....01010101....19191919 福島市福島市福島市福島市スポスポスポスポ
ーツーツーツーツ少年剣道大会少年剣道大会少年剣道大会少年剣道大会でででで剣剣剣剣
道道道道をををを通通通通してしてしてして「「「「礼礼礼礼をををを尽尽尽尽くくくく
すすすす心心心心」「」「」「」「人人人人としてのとしてのとしてのとしての心心心心」」」」
そしてそしてそしてそして「「「「生生生生きるきるきるきる力力力力」」」」をををを育育育育
んでんでんでんで欲欲欲欲しいとしいとしいとしいと挨拶挨拶挨拶挨拶。。。。

HHHH25252525....01010101....10101010 ビルメンテビルメンテビルメンテビルメンテ
ナンスナンスナンスナンス協会協会協会協会のののの総会総会総会総会でででで祝祝祝祝
辞辞辞辞。。。。協会協会協会協会のののの課題課題課題課題をおをおをおをお聞聞聞聞きききき
しましたしましたしましたしました。。。。

HHHH25252525....01010101....29292929 福島市福島市福島市福島市
内内内内のののの主要道路主要道路主要道路主要道路をををを
県北建設事務所県北建設事務所県北建設事務所県北建設事務所
のののの案内案内案内案内でででで調査調査調査調査。。。。

HHHH25252525....01010101....11111111 「「「「こむこむこむこむ
こむこむこむこむ」」」」宮川館長宮川館長宮川館長宮川館長のののの
案内案内案内案内でででで視察視察視察視察。。。。

H25.01.10H25.01.10H25.01.10H25.01.10
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懇談懇談懇談懇談
いつもいつもいつもいつも命命命命をををを

守守守守るるるる施策施策施策施策ののののヒヒヒヒ
ントントントントをををを頂頂頂頂いていていていて
いますいますいますいます。。。。

HHHH25252525....02020202....10101010 第第第第31313131回回回回おおおお情無用情無用情無用情無用150150150150分立分立分立分立
切試合切試合切試合切試合でででで祝辞祝辞祝辞祝辞。。。。魂魂魂魂とととと魂魂魂魂のののの闘闘闘闘いですいですいですいです。。。。

HHHH25252525....02020202....14141414 自民党自民党自民党自民党ふくふくふくふく
しましましましま復興本部復興本部復興本部復興本部がががが桑折桑折桑折桑折
町町町町、、、、国見町国見町国見町国見町、、、、伊達市伊達市伊達市伊達市、、、、川俣川俣川俣川俣
町町町町、、、、福島市福島市福島市福島市をををを調査調査調査調査。。。。

HHHH25252525....03030303....22222222 退職者退職者退職者退職者
とのとのとのとの懇談会懇談会懇談会懇談会。。。。退職退職退職退職
おめでとうござおめでとうござおめでとうござおめでとうござ
いますいますいますいます。。。。これまでこれまでこれまでこれまで
福島県福島県福島県福島県をををを支支支支えてえてえてえて
頂頂頂頂きありがとうきありがとうきありがとうきありがとう
ございましたございましたございましたございました。。。。

HHHH25252525....04040404....06060606 桜桜桜桜のののの聖母中学聖母中学聖母中学聖母中学・・・・
高等学校入学式高等学校入学式高等学校入学式高等学校入学式にににに出席出席出席出席。。。。

HHHH25252525....01010101....18181818福島県印福島県印福島県印福島県印
刷工業組合新春刷工業組合新春刷工業組合新春刷工業組合新春のののの
集集集集いでいでいでいで祝辞祝辞祝辞祝辞・・・・懇談懇談懇談懇談。。。。

HHHH25252525....03030303....17171717 第第第第80808080
回自民党大会回自民党大会回自民党大会回自民党大会
にににに女性部長女性部長女性部長女性部長とととと
してしてしてして出席出席出席出席。。。。

HHHH25252525....05050505....12121212 ガールガールガールガール
スカウトスカウトスカウトスカウト福島県連福島県連福島県連福島県連
盟定時総会祝辞盟定時総会祝辞盟定時総会祝辞盟定時総会祝辞。。。。未未未未
来来来来をををを担担担担うううう子子子子どもたどもたどもたどもた
ちのちのちのちの心心心心とととと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ガールスカガールスカガールスカガールスカ
ウトウトウトウト活動活動活動活動にににに感謝感謝感謝感謝。。。。

HHHH25252525....01010101....27272727 平成平成平成平成25252525年度宮年度宮年度宮年度宮
代植田町睦会総会代植田町睦会総会代植田町睦会総会代植田町睦会総会にてにてにてにて福福福福
島島島島のののの復興復興復興復興・・・・再生再生再生再生のののの歩歩歩歩みにみにみにみに
ついておついておついておついてお話話話話ししましたししましたししましたししました。。。。

HHHH25252525....01010101....27272727 飯野町商工会飯野町商工会飯野町商工会飯野町商工会
女性部新春女性部新春女性部新春女性部新春のつどいでのつどいでのつどいでのつどいで「「「「
家庭家庭家庭家庭のののの大切大切大切大切ささささ」」」」をををを講演講演講演講演。。。。

HHHH25252525....01010101....28282828 全建総連要望対応全建総連要望対応全建総連要望対応全建総連要望対応。。。。

HHHH25252525....01010101....29292929 飯野町商工会新春賀詞交歓会飯野町商工会新春賀詞交歓会飯野町商工会新春賀詞交歓会飯野町商工会新春賀詞交歓会にてにてにてにて
祝辞祝辞祝辞祝辞。。。。福島県福島県福島県福島県のののの復興復興復興復興のののの状況状況状況状況をををを話話話話すすすす。。。。

H25.02.12H25.02.12H25.02.12H25.02.12
更正保護更正保護更正保護更正保護
法人至道法人至道法人至道法人至道
会会会会のののの要望要望要望要望
にににに対応対応対応対応。。。。

HHHH25252525....01010101....22222222 福島福島福島福島
商工中金会商工中金会商工中金会商工中金会・・・・福福福福
島商工中金島商工中金島商工中金島商工中金ユユユユ
ースースースース会新年会会新年会会新年会会新年会。。。。
中小企業支援中小企業支援中小企業支援中小企業支援
についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談。。。。

HHHH25252525....01010101....22222222 金子会長金子会長金子会長金子会長をはじめをはじめをはじめをはじめ福島県歯科福島県歯科福島県歯科福島県歯科
医師会医師会医師会医師会のののの方方方方々々々々とととと石井石井石井石井みどりみどりみどりみどり参議院議員参議院議員参議院議員参議院議員とととと
ともにともにともにともに、、、、歯科口腔保険歯科口腔保険歯科口腔保険歯科口腔保険のののの推進推進推進推進にににに関関関関するするするする条条条条
例例例例にににに基基基基づくづくづくづく今後今後今後今後のののの取組取組取組取組についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談。。。。

H25.02.11H25.02.11H25.02.11H25.02.11
自民党青年自民党青年自民党青年自民党青年
局局局局TEAMTEAMTEAMTEAM----11111111
１１１１周年報告周年報告周年報告周年報告
会会会会。。。。小泉進次小泉進次小泉進次小泉進次
郎議員郎議員郎議員郎議員とふとふとふとふ
くしまのくしまのくしまのくしまの復復復復
興興興興についてについてについてについて
懇談懇談懇談懇談。。。。

HHHH25252525....02020202....28282828 福島県私立幼稚園福島県私立幼稚園福島県私立幼稚園福島県私立幼稚園
協会関会長協会関会長協会関会長協会関会長とととと県執行部県執行部県執行部県執行部のののの協協協協
議議議議にににに対応対応対応対応。。。。

HHHH25252525....04040404....29292929 地元瀬上地区野球部地元瀬上地区野球部地元瀬上地区野球部地元瀬上地区野球部のののの皆皆皆皆
さんさんさんさん地域地域地域地域のののの力力力力でがんばってでがんばってでがんばってでがんばって下下下下さいさいさいさい。。。。

HHHH25252525....03030303....19191919 福島県私立中学高等学校福島県私立中学高等学校福島県私立中学高等学校福島県私立中学高等学校
協会協会協会協会とととと教育教育教育教育のののの質質質質についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談。。。。

HHHH25252525....02020202....19191919 福島福島福島福島
県薬剤師会櫻県薬剤師会櫻県薬剤師会櫻県薬剤師会櫻
井会長井会長井会長井会長とととと薬剤薬剤薬剤薬剤
師師師師・・・・薬局薬局薬局薬局のののの課題課題課題課題
についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談。。。。

H25.02.20H25.02.20H25.02.20H25.02.20
参議院自民党参議院自民党参議院自民党参議院自民党
福島復興委員福島復興委員福島復興委員福島復興委員
会会会会でででで総務部会総務部会総務部会総務部会
長長長長としてとしてとしてとして要望要望要望要望

H25.04.05H25.04.05H25.04.05H25.04.05
福島共同福島共同福島共同福島共同
高等職業高等職業高等職業高等職業
訓練校入訓練校入訓練校入訓練校入
校式祝辞校式祝辞校式祝辞校式祝辞。。。。

HHHH25252525....02020202....25252525 明明明明るいるいるいるい社会社会社会社会づづづづ
くりくりくりくり運動運動運動運動でででで「「「「家庭家庭家庭家庭のののの大切大切大切大切
ささささ」」」」ををををラジオラジオラジオラジオ福島福島福島福島でででで放送放送放送放送
しましたしましたしましたしました。。。。

HHHH25252525....02020202....23232323 飯野飯野飯野飯野つるしびなつるしびなつるしびなつるしびな祭祭祭祭りりりり。。。。色色色色
鮮鮮鮮鮮やかさにやかさにやかさにやかさに感動感動感動感動しましたしましたしましたしました。。。。

HHHH25252525....02020202....15151515 東京東京東京東京
電力福島復興本社電力福島復興本社電力福島復興本社電力福島復興本社とのとのとのとの意見交換意見交換意見交換意見交換。。。。福島福島福島福島のののの現状現状現状現状
をををを正正正正しくしくしくしく理解理解理解理解してしてしてして頂頂頂頂きたいときたいときたいときたいと訴訴訴訴えましたえましたえましたえました。。。。

HHHH25252525....04040404....08080808 橘高校入橘高校入橘高校入橘高校入
学式議長代理祝辞学式議長代理祝辞学式議長代理祝辞学式議長代理祝辞。。。。

HHHH25252525....04040404....10101010 三育幼稚園三育幼稚園三育幼稚園三育幼稚園
入園式入園式入園式入園式にてにてにてにて祝辞祝辞祝辞祝辞。。。。

HHHH25252525....04040404....26262626 福島県福島県福島県福島県
中小企業団体中中小企業団体中中小企業団体中中小企業団体中
央会第央会第央会第央会第1111回理事会回理事会回理事会回理事会
でででで。。。。県織物同業界県織物同業界県織物同業界県織物同業界
菅野晋一会長菅野晋一会長菅野晋一会長菅野晋一会長にににに
心地心地心地心地よいよいよいよい肌触肌触肌触肌触りりりり
ののののスカーフスカーフスカーフスカーフをををを作作作作
ってってってって頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。

HHHH25252525....04040404....29292929 向向向向
瀬上愛宕神瀬上愛宕神瀬上愛宕神瀬上愛宕神
社大祭社大祭社大祭社大祭。。。。福島福島福島福島
のののの復興復興復興復興をををを実実実実
感感感感できるできるできるできる一一一一
時時時時でしたでしたでしたでした。。。。

HHHH25252525....05050505....01010101 日枝神社春季日枝神社春季日枝神社春季日枝神社春季
例大祭例大祭例大祭例大祭。「。「。「。「舞舞舞舞」」」」をををを披露披露披露披露するするするする
子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに力強力強力強力強いいいい未来未来未来未来

をををを感感感感じましたじましたじましたじました。。。。

HHHH25252525....05050505....03030303 蓮華滝不蓮華滝不蓮華滝不蓮華滝不
動尊祭礼動尊祭礼動尊祭礼動尊祭礼。。。。茂庭地区茂庭地区茂庭地区茂庭地区
のののの皆様皆様皆様皆様のののの地域力地域力地域力地域力をををを感感感感
じますじますじますじます。。。。子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち
もももも大喜大喜大喜大喜びでしたびでしたびでしたびでした。。。。

HHHH25252525....05050505....05050505 龍生派龍生派龍生派龍生派
福島県支部花展福島県支部花展福島県支部花展福島県支部花展。。。。
小武山最高顧問小武山最高顧問小武山最高顧問小武山最高顧問、、、、
斎藤前支部長斎藤前支部長斎藤前支部長斎藤前支部長、、、、若若若若
林先生林先生林先生林先生とととと。。。。生生生生けけけけ花花花花
からからからから感動感動感動感動をををを頂頂頂頂きききき
ましたましたましたました。。。。

HHHH25252525....05050505....09090909 山口喜山口喜山口喜山口喜
多方市長多方市長多方市長多方市長とととと市政市政市政市政にににに
求求求求められているこめられているこめられているこめられているこ
とについてとについてとについてとについて懇談懇談懇談懇談。。。。

HHHH25252525....05050505....09090909 会津北部土地改良区会津北部土地改良区会津北部土地改良区会津北部土地改良区のののの皆様皆様皆様皆様とととと会津地方会津地方会津地方会津地方
のののの農業農業農業農業についてについてについてについて
懇談懇談懇談懇談。。。。

HHHH25252525....05050505....11111111 福福福福
島県立医科大島県立医科大島県立医科大島県立医科大
学会津医療学会津医療学会津医療学会津医療セセセセ
ンターンターンターンター開設祝開設祝開設祝開設祝
賀会賀会賀会賀会でででで総務委総務委総務委総務委
員長員長員長員長としてとしてとしてとして祝祝祝祝
辞辞辞辞。。。。

H25.08.08H25.08.08H25.08.08H25.08.08
腰浜町庭腰浜町庭腰浜町庭腰浜町庭
坂線坂線坂線坂線（（（（三河三河三河三河
北町工区北町工区北町工区北町工区））））
開通式開通式開通式開通式おおおお
めでとうめでとうめでとうめでとう
ございまございまございまございま
すすすす。。。。

HHHH25252525....08080808....01010101 「「「「きてきてきてきて！！！！みてみてみてみて！！！！呑呑呑呑んでんでんでんでラリーラリーラリーラリー」」」」実行実行実行実行
委員会委員会委員会委員会のののの皆様皆様皆様皆様がががが開催案内開催案内開催案内開催案内のためのためのためのため県庁県庁県庁県庁をををを訪訪訪訪
れましたれましたれましたれました。。。。

HHHH25252525....07070707....23232323～～～～25252525 総務委員会県外調査総務委員会県外調査総務委員会県外調査総務委員会県外調査。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県にてにてにてにて沖縄振興特措法沖縄振興特措法沖縄振興特措法沖縄振興特措法・・・・経済特経済特経済特経済特
区区区区などをなどをなどをなどを調査調査調査調査。。。。平和公園平和公園平和公園平和公園のののの「「「「福島慰霊福島慰霊福島慰霊福島慰霊のののの塔塔塔塔」」」」でででで日本日本日本日本のののの平和平和平和平和とととと世界世界世界世界のののの平和平和平和平和をををを
祈祈祈祈りりりり戦争戦争戦争戦争でおでおでおでお亡亡亡亡くなりになったくなりになったくなりになったくなりになった方方方方々々々々のののの霊霊霊霊にににに全員全員全員全員でででで黙祷黙祷黙祷黙祷をををを捧捧捧捧げましたげましたげましたげました。。。。

HHHH25252525....06060606....15151515 吾妻農園吾妻農園吾妻農園吾妻農園でででで福島市観光農園開園福島市観光農園開園福島市観光農園開園福島市観光農園開園
式式式式。。。。さくらんぼのさくらんぼのさくらんぼのさくらんぼの色合色合色合色合いいいい、、、、おいしさにおいしさにおいしさにおいしさに感動感動感動感動。。。。

HHHH25252525....06060606....23232323 向瀬上地区向瀬上地区向瀬上地区向瀬上地区のののの皆様皆様皆様皆様からからからから
地域地域地域地域のののの安全確保安全確保安全確保安全確保のののの信号機設置要望信号機設置要望信号機設置要望信号機設置要望

HHHH25252525....06060606....30303030 剣道教育剣道教育剣道教育剣道教育にににに努努努努めるめるめるめる福島県剣道連盟会長福島県剣道連盟会長福島県剣道連盟会長福島県剣道連盟会長
梅宮勇治氏梅宮勇治氏梅宮勇治氏梅宮勇治氏のののの瑞宝双光章受章祝賀会瑞宝双光章受章祝賀会瑞宝双光章受章祝賀会瑞宝双光章受章祝賀会にてにてにてにて祝辞祝辞祝辞祝辞。。。。

HHHH25252525....05050505....31313131 自民党女性部南相馬児童相談室調査自民党女性部南相馬児童相談室調査自民党女性部南相馬児童相談室調査自民党女性部南相馬児童相談室調査。。。。いかにいかにいかにいかに「「「「児童児童児童児童
相談室相談室相談室相談室」」」」とととと「「「「心心心心のののの支援支援支援支援のののの質質質質」」」」をををを確保確保確保確保するかがするかがするかがするかが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。

HHHH25252525....08080808....02020202 聖光学院野球部聖光学院野球部聖光学院野球部聖光学院野球部
甲子園出発式甲子園出発式甲子園出発式甲子園出発式でででで全身全霊全身全霊全身全霊全身全霊
でででで心一心一心一心一つにがんばってとつにがんばってとつにがんばってとつにがんばってとエエエエ
ールールールールをおくりましたをおくりましたをおくりましたをおくりました。。。。

HHHH25252525....08080808....06060606 総務省総務省総務省総務省・・・・経産省経産省経産省経産省・・・・文科省文科省文科省文科省・・・・
復興庁復興庁復興庁復興庁などでなどでなどでなどで約約約約70707070箇所箇所箇所箇所にににに平成平成平成平成26262626
年度要望活動年度要望活動年度要望活動年度要望活動。。。。総務省自治財務局総務省自治財務局総務省自治財務局総務省自治財務局
長長長長にににに財源確保財源確保財源確保財源確保をををを、、、、根本復興大臣根本復興大臣根本復興大臣根本復興大臣にににに
復興財源復興財源復興財源復興財源とととと人材確保人材確保人材確保人材確保をををを要望要望要望要望。。。。

HHHH25252525....05050505....12121212 福島信陵福島信陵福島信陵福島信陵ライオンズクライオンズクライオンズクライオンズク
ラブラブラブラブ主催主催主催主催キッズサッカーフェステキッズサッカーフェステキッズサッカーフェステキッズサッカーフェステ
ィバルィバルィバルィバルにてにてにてにて子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちにサッカーサッカーサッカーサッカー
をををを通通通通してしてしてして「「「「強強強強いいいい心心心心」」」」とととと「「「「生生生生きるきるきるきる力力力力」」」」
をををを育育育育んでんでんでんで下下下下さいとさいとさいとさいと祝辞祝辞祝辞祝辞。。。。

HHHH25252525....06060606....09090909 自民党女性部青年部大会自民党女性部青年部大会自民党女性部青年部大会自民党女性部青年部大会。。。。女性部長女性部長女性部長女性部長としてとしてとしてとして「「「「家庭家庭家庭家庭のありのありのありのあり方方方方」」」」ををををコーディネートコーディネートコーディネートコーディネート。。。。

HHHH25252525....05050505....19191919 福島県理容生活福島県理容生活福島県理容生活福島県理容生活
衛生同業組合総代会祝辞衛生同業組合総代会祝辞衛生同業組合総代会祝辞衛生同業組合総代会祝辞。。。。

HHHH25252525....06060606....14141414 福島福島福島福島
大学内山教授大学内山教授大学内山教授大学内山教授・・・・
生島教授生島教授生島教授生島教授とととと県県県県
執行部執行部執行部執行部でででで「「「「福島福島福島福島
大学大学大学大学ハイリスハイリスハイリスハイリス
ククククなななな子子子子どもとどもとどもとどもと
家庭家庭家庭家庭へのへのへのへの支援支援支援支援
事業事業事業事業についてについてについてについて
協議協議協議協議。。。。

HHHH25252525....05050505....23232323 福福福福
島地区電気工島地区電気工島地区電気工島地区電気工
事協同組合通事協同組合通事協同組合通事協同組合通
常総会常総会常総会常総会にてにてにてにて今今今今
組合組合組合組合にににに求求求求めらめらめらめら
れていることれていることれていることれていること
をををを的確的確的確的確にににに判断判断判断判断
してしてしてして活動活動活動活動してしてしてして
いることにいることにいることにいることに対対対対
しししし祝辞祝辞祝辞祝辞。。。。

HHHH25252525....06060606....04040404 総務委員会福島県立医科大総務委員会福島県立医科大総務委員会福島県立医科大総務委員会福島県立医科大
学学学学にてにてにてにて今求今求今求今求められているめられているめられているめられている課題課題課題課題をををを調査調査調査調査。。。。

HHHH25252525....05050505....21212121 総総総総
務委員会県外務委員会県外務委員会県外務委員会県外
調査調査調査調査（（（（熊本県熊本県熊本県熊本県））））

HHHH25252525....05050505....22222222 総務委員会県外調査総務委員会県外調査総務委員会県外調査総務委員会県外調査（（（（佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県））））

H25.05.26H25.05.26H25.05.26H25.05.26
全建総連福島第全建総連福島第全建総連福島第全建総連福島第5555
3333回定期大会回定期大会回定期大会回定期大会にてにてにてにて
技術力技術力技術力技術力でさらにでさらにでさらにでさらに
ふくしまをふくしまをふくしまをふくしまを支支支支ええええ
るるるる力力力力をををを頂頂頂頂きたいきたいきたいきたい
とととと祝辞祝辞祝辞祝辞。。。。

HHHH25252525....05050505....24242424 福島県北鳶福島県北鳶福島県北鳶福島県北鳶
土木業協同組合総会土木業協同組合総会土木業協同組合総会土木業協同組合総会
にてにてにてにて祝辞祝辞祝辞祝辞。。。。ハッピハッピハッピハッピをををを着着着着
せてせてせてせて頂頂頂頂きききき皆様皆様皆様皆様のののの「「「「心意心意心意心意
気気気気」」」」をををを頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。

HHHH25252525....06060606....05050505 福島大学内福島大学内福島大学内福島大学内
山教授山教授山教授山教授・・・・ハッピーアイハッピーアイハッピーアイハッピーアイ
ランドランドランドランド上西理事長上西理事長上西理事長上西理事長とととと
心心心心をををを支援支援支援支援するするするする環境環境環境環境をををを
どのようにどのようにどのようにどのように整整整整えるかえるかえるかえるか
についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談。。。。

HHHH25252525....03030303....10101010 命命命命ののののリレリレリレリレ
ーーーーをををを育育育育むむむむ笠家笠家笠家笠家でででで家庭家庭家庭家庭
のののの大切大切大切大切さについてさについてさについてさについて懇懇懇懇
談談談談。。。。

HHHH24242424....12121212....21212121 「「「「明明明明るいるいるいるい社会社会社会社会づくりづくりづくりづくり運運運運
動動動動」」」」でででで訪訪訪訪れたれたれたれた福島福島福島福島テレビテレビテレビテレビでででで募金募金募金募金にににに
来来来来たたたた三育幼稚園三育幼稚園三育幼稚園三育幼稚園のかわいいのかわいいのかわいいのかわいいサンサンサンサン
タタタタさんにさんにさんにさんに会会会会いましたいましたいましたいました。。。。

HHHH25252525....02020202....11111111 斎藤洋服店斎藤洋服店斎藤洋服店斎藤洋服店にてにてにてにて大大大大
学学学学にににに進学進学進学進学するするするする娘娘娘娘さんのさんのさんのさんの夢夢夢夢をををを実実実実
現現現現するするするする力力力力にににに福島福島福島福島のののの未来未来未来未来をををを実感実感実感実感

HHHH24242424....12121212....28282828 尺八奏者道山先生尺八奏者道山先生尺八奏者道山先生尺八奏者道山先生
とととと古典音楽古典音楽古典音楽古典音楽についてについてについてについて懇談懇談懇談懇談。。。。
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