
 

 









 

 



 





 

 





 

 











 

 



 

 











 

 







 

 







 

 

 

 

10 月 1 日（水） ・第 37 回日本スリーデーマーチ専門部会全大会 

           午前１０：３０～１１：３０ 松山市民活動センターホール 

             
          本年、市政 60 周年を迎える東松山市を中心に比企丘陵を歩く、日本スリ―デーマーチ。 

      今年で 37 回目を迎えます。毎年国内外から述べ 10 万人を超す大勢のウオーカーに参加頂い 

      ています。 

       この大会は、各種団体の市民のみなさんによる手作りの大会といっても過言ではありません。 

      大会開催まで 1 か月となったこの日、全 10 部門の専門部会が一同に会しての全大会が開催。 

             私は、大会顧問として御礼と激励の挨拶をさせていただきました。 

  

             



 

          ・第 15 回ひがしまつやま花火大会懇親会 

    8 月 23 日に開催のひがしまつやま花火大会、今年で 15 回目を大成功で終えることができました。 

    商工会青年部横川実行委員長をはじめとする情熱と実行力を兼ね備えた実行委員会の皆さん、 

    大会会長である伊藤商工会長兼観光協会会長、商工会役員の皆さん、市観光商工課、商工会、 

    観光協会の職員のみなさんが一同に会しての慰労会。 

    市民力の結集でできあがっているのが「ひがしまつやま花火大会」です。 

 

10 月 2 日（木）～3 日（金） 

          ・埼玉県市議会議長会第二区の先進都市視察研修 

          研修研修項目 ①福島県郡山市議会の議会活性化の取組みについて 

                     議会活性化特別委員会を設置し「議会基本条例の制定」「質問時間の 

                       あり方」等検討を行っている現状を視察。 

                       一般質問の持ち時間が 1 人/年間 60 分（答弁除く）には驚く。 

                      堀越副議長と 

 

                     ②福島県郡山市 こども総合支援センター「ニコニコこども館」 

                       旧福島県教職員宿泊施設を改修して利用。 

                       福祉・保健・教育という「子育て」に関係する部署が 1 施設に。 

                       子育ての相談、不登校児童生徒の為の支援センター、一時保育 

                       ファミリーサポートセンターなど。更に各種手続きもこの施設で。 

                       職員は、市長部局のこども支援課 約７０名、教育委員会約 30 名 

                       の 100 名体制。 

                         

                       



                       

                      福島第一原発から６０ｋｍに位置する郡山市 

                 放射能に不安を持つ親御さんの声から遊具が施設内に設置されており、毎日 

                 食品の放射能測定も実施されいます。 

10 月 4 日（土） ・第 33 回東松山警察署管内少年剣道大会 川島町民体育館 ９：００～ 

        東松山警察署管内（東松山市・川島町・吉見町・滑川町）のスポーツ少年団・道場・中学校の 

        剣士の大会。 

 

          ・第 10 回公明党埼玉県本部大会 公明会館 １３：３０～ 

            西田実仁県代表が再任 

             

 

10 月 7 日（火） ・市制施行 60 周年記念ＮＨＫ「ごきげん歌謡笑劇場」公開収録 

           （市民文化センター） 

 

10 月 10 日（金） ・第 36 回東松山市シニアクラブ連合会ゲートボール大会 

             
 

10 月 12 日（日） ・第 22 回東日本マレットゴルフ彩の国大会 



             

                                            始球式にて 

 

          ・第 12 回東松山市きらめき市民大学学園祭 

                  

 

10 月 13 日（月） ・社会福祉協議会松山支部主催 「第 7 回ふれあいの集い」（松山市民活動センター 

 

10 月１６日（木） ・東松山警察署管内地域安全大会・東松山地区暴力排除推進大会 

           ・自衛消防総合訓練大会（比企消防本部総合訓練場） 

            比企広域市町村圏組合議長として挨拶 

            東松山市役所（男子）１位 

           

 

１０月１７日（金） ・市議会会派代表者会議・議会運営委員会・議会基本条例運営会議 

           ・公明党川越総支部大会 



 

１０月１８日（土） ・東松山市戦没者追悼・平和祈念式典（総合会館） 

            市議会を代表し追悼・平和祈念のことば 

           ・山崎町・新宿町合同防災訓練にて挨拶 

 

１０月１９日（日） ・公明党東松山支部女性局によるピンクリボン街頭演説。 

            支部長としてお手伝い。 

              

 

１０月２０日～２１日 ・埼玉県都市財政研究会視察（大阪） 

 

10 月２２日（水） ・市議会韓国原州市交流事業について最終打合せ 

10 月 23 日（木） ・党支部協議会 

 

10 月 24 日～26 日 ・韓国原州市議会訪問並びに韓国国際ツーデーズマーチ参加 

              李議長表敬訪問 市長らとツーデーズ参加者を激励 

              

             原州市議会議場にて            李議長表敬訪問 

                

                                     メイン会場にて 



             副議長と 

 

            原州市長と 

 

10 月 28 日（火）・東松山市議会議員研修 （市議会全員協議会室） 

          「日本・埼玉県・東松山市の人口減少（少子・高齢化）を考える」 

          講師 公益財団法人 埼玉りそな産業経済振興財団 

              主席研究員 萩原 淳司氏 

          戦後日本の人口移動の傾向、埼玉県の特徴や近年の動向、市内各地区別の人口構成 

          人口減少下で懸念される都市の課題等を学ぶ。 

 

10 月 31 日（金）・日本スリーデーマーチ ウエルカムパーティ （紫雲閣） 

           市議会を代表して世界各国からの参加者の皆さんの歓迎の挨拶。 

           

 

【11 月】 

 

11 月 1 日（土） ・滑川町町制施行 30 周年記念式典出席 

            

          ・韓国原州市議会来訪 

 

11 月 2 日（日） ・原州市議会李議長一行が東松山市議会を表敬 

          ・   同            森田光一市長を表敬 



          ・東松山市議会と原州市議会スリーデーマーチに参加 

       

 

11 月 3 日（月） ・唐子地区商工祭 

           KWF 金理事一向と 

 

         ・日本スリーデーマーチ完歩パレード＆完歩式典 

       
 

11 月 4 日（火）・埼玉県都市競艇組合議会（さいたま市） 

          平成 25 年度決算・平成 26 年度補正予算の審議 

 

11 月 5 日（水） ・公明新聞が東松山市の「デマンドタクシー実証運行」の取材に。 

 

11 月 6 日（木） ・広島県坂町の吉田町長並びに 

           町議会川本議長一行が東松山市のウオーキングのまちづくり視察に。 

議長として歓迎の挨拶を 

            

 

11 月 8 日（土） ・市野川クリーンアップ作戦（河川清掃） 



            

 

11 月 9 日（日） ・市制施行 60 周年記念式典 市議会を代表し祝辞 

           来賓に公明党から西田実仁県代表と矢倉克夫参議院議員が出席 

            

 

11 月 13 日（木） ・白山中学校創立 30 周年記念式典 市議会を代表し祝辞 

           ・きらめき市民大学文化作品展 

                

 

            ・岡山市議会公明党・同市保健福祉局審議監が東松山市障害者就労支援センターザ 

 ックを視察 

             歓迎の挨拶を 



                 

 

11 月 15 日（日） ・第 32 回農業祭  市議会を代表しての挨拶と議長賞の表彰 

                  

   

          ・第 29 回松山地区ハートピアまつり 

 

11 月 16 日（日） ・第 61 回東松山市駅伝競走大会 開会式にて挨拶 

             

 

11 月 18 日（火） ・市都市計画審議会 

 

11 月 19 日（水） ・市議会会派代表者会議、議会運営委員会 

 

11 月 20 日（木） ・全国市議会議長会 第 139 回地方行政委員会 

            

11 月 21 日（金） ・衆議院解散 



 

11 月 23 日（日） ・東松山消防団消防特別点検（比企消防本部総合訓練場） 

           議長として挨拶 

      

 

11 月 25 日(火） 東松山市議会 12 月定例議会開会 

 

11 月 26 日(水） ・東松山市優良従業員表彰式（総合会館） 

           議長として祝辞 

            

 

11 月 27 日（木） ・東松山市シルバー人材センター創立 35 周年記念式典（松山活動センター） 

           すばらし業績と歴史を刻んできた同センター事業に対して心からの祝辞を述べる。 

 

11 月 29 日（土） 第 28 回東松山市スポーツ少年団駅伝大会（市陸上競技場） 

           選手の少年少女たちに激励の挨拶 

            

          

          ・東松山ホーム竣工式にて祝辞 



            

   

          ・榎田達治氏消防長官表彰受賞祝賀会にて祝辞 

            

 

11 月 30 日(日） ・自治会合同防災訓練（近隣公園） 

             

 

12 月 

 

12 月 1 日（月） ・東松山警察署「冬の交通安全運動出発式」および「年末年始特別警戒取締出陣式」 

           ピオニーウオ―クにて 

            

 



12 月 3 日（水） 議会本会議（上程議案に対する質疑・議案の委員会付託） 

 

12 月 8 日（月） ・「平成 27 年度東松山市予算編成並びに施策に関する要望書」 

          公明党市議団は森田光一市長に提出 

           
 

         ・市議会本会議（市政に対する一般質問 8 日・9 日・11 日・12 日 Ⅰ6 名が登壇） 

 

12 月 10 日（水） 市立市民病院クリスマスコンサート 

           

 

12 月 15 日（月） 比企郡町村議会正副議長意見交換会に来賓として出席 

 

12 月 17 日（水） 東松山市議会 12 月定例議会閉会 

 

12 月 19 日（金） 東松山農産物直売所新築工事起工式 

            

 

      



     ・東松山ケーブルテレビ 新年挨拶収録 

              

 

12 月 20 日（土） ・森和江氏埼玉県知事教育功労賞受賞をお祝いする会 

           ・江野幸一県議県政報告会 

 

12 月 22 日(月）・特別養護老人ホーム「ふるさとの杜かみのもと」竣工式 

             

 


