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吉永・熊本県議会議長に義援金贈呈

（11・21 熊本県議会議長室）

じ

ろ う

平成 29 年 初春号
さいたま市南区大谷口 1064
E-mail:miyazaki6028@msn.com

〒336-0042

12 月定例議会で一般質問に答える上田知事

（12・8）

今年も議長の職責を
全力でがんばります！
皆様のご健勝お祈り致します
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埼玉県そしてさいたま市のため

働く 宮崎栄治郎

埼玉から全国へ
第 回全国育樹祭が皇太子殿下
ご臨席のもとに開催された。

吉永熊本県議会議長か
ら発災後の議会の初期
対応の説明を受ける
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鹿沼ＣＣで行われた

京都府立府民の森ひよし）

ＭＧ会の義援金です
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佐伯鋼兵・県商会議所連合会会長ほかより要望書

（
・
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（11・1 湘南ロボケアセンター）

安倍内閣総理大臣と県議会議長会との意見交換会

（10・20 総理官邸）
（
・
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医療・介護の補助ロボットスーツを視察

（

（11・1 湘南ロボケアセンター）

・
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・

からの提案文を説明する

（8・24 千葉市内ホテル）

浦和駅西口）

第263回関東甲信越1都9県議会議長会で埼玉県議会

）

（
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赤い羽根共同募金で協力
を呼びかける
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23

議長主催の為末大氏
（陸
上メダリスト）
に学ぶ

コムナーレ）
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「拉致問題を考える県民の
集い」で熱っぽく訴える

医療・介護の補助ロボットスーツを視察

議会応接室）
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世界最小のシカ「プーズー」4頭が遥かチリから
（12・4）
東松山のこども動物自然公園に

オーストラリア クイーンズランド総督ご夫妻
（8・30 知事公館）
との懇談会は和かに

平成 28 年度埼玉県ふじみ野市総合防災訓練

朋 遠方より 来たる

海上自衛隊特務艇「はしだて」で、横須賀
（7・13）
地方総監・堂下哲郎ご夫妻と

（8・28）

陸上自衛隊による総合火力演習

三宅宏美選手（48kg級ウエイトリフティング銅メダル）
（9・26 知事公館）
荒井広宙選手（30km 競歩銅メダル）

陸上の桐生選手、体操の内村選手ほかパラリン
（12・2 知事公館）
ピックでのメダリストに表彰

（8・27 富士演習場） 星奈津美選手
（水泳女子200mバタフライ銅メダル）
江原騎士選手（水泳400mリレー銅メダル） （9・28）
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県立浦和商業高創立90周年記念式典

（11・19）

埼玉県戦没者追悼式で、代表として追悼の言葉を述べる

（10・21 さいたま市文化センター）

第31回全日私幼連関東地区教員研修大会

（8・25 市民会館おおみや）

県立小児医療センター・さいたま赤十字病院完成
（10・15）
合同記念式典

第30回全埼玉私立幼稚園PTA振興大会

（11・28 市民会館おおみや）

埼玉県私学振興大会

（11・28 さいたま市文化センター）

2016 いわて国体開会式

（10・1 北上総合運動公園）

埼玉県人会主催の「埼玉応援団
大集合」 （8・24 池袋メトロポリタン）
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地域への想い

支える団体のチカラ！
その道ひとすじ

福島正道氏旭日中綬章受章祝賀会

直木賞の萩原浩氏『海の見える理髪
店』で彩の国学術文化功労賞を授与 小泉勝暉氏旭日雙光章を祝う会

（10・24 浦和ロイヤルパインズ）

大谷場氷川神社の神輿渡御

（9・16 知事室）

（9・2 浦和ロイヤルパインズ）

六辻商店会 青空フリーマーケット
で挨拶する中村元徳会長 （10・16）

（7・17）

★

南区ふるさとふれあいフェア

地域の力

（11・5 浦和競馬場）

辻・自治会連合会運動会（10・2 辻南小校庭）
9都県市合同防災訓練

内谷地区自治会連合会体育祭（11・3 内谷中校庭）

（9・1 新都心の中央会場）

浦和まつり神輿渡御

（7・24 文蔵親和会）

西浦和地区敬老会

（9・25 西浦和小）

6

第119代県議会議長就任の報告会開催

（9・13 ベルヴィ武蔵野）

後援会からのお知らせ
★このたび発送させていただいた氏名・住所などの個人
情報は、他に流用することは決してありません。
★新美保の会､ゴルフ､ソフトボール､グラウンドゴルフ､
ゲートボール、ペタンクなど各グループへの入会を希
望される方は後援会事務局までご連絡下さい。

宮崎栄治郎は

★★★★★★★★★★★★★

次の諸団体の活動に協力しています。
チャリティを呼びかける
三上憲治ゴルフ部会長

（10・19 鹿沼CC）

（
・
県立上尾武道館）

17

２０１６埼玉県少林寺拳法大会

7

・埼玉県行政書士会 顧問
・埼玉県少林寺拳法連盟 副会長
・埼玉県ハイタク野球連盟 顧問
・埼玉県理容生活衛生同業組合浦和支部 顧問
・埼玉県公衆浴場業生活衛生同業組合 顧問
・さいたま市南区自民党支部長
・さいたま市環境衛生協会 顧問
・さいたま市浦和地区自衛隊父兄会 顧問
・さいたま市浦和野球連盟 顧問
・さいたま市トランポリン協会 会長
・さいたま市ペタンク連盟 会長
・さいたま市少林寺拳法連盟 会長
・日本会議埼玉 さいたま支部 顧問
・浦和警察官友の会 顧問
・浦和軟式少年野球連盟 会長
・浦和社会人リーグ軟式野球連盟 顧問
・浦和リトル・シニアリーグ 会長
・浦和ソフトボールリーグ（Ｕリーグ）会長
・浦和朝野球連盟 副会長
・浦和朝ソフト連盟 顧問
・浦和・与野ハイタク野球連盟 名誉会長
・南浦和ソフトボール連盟 顧問
・ウェルネス新体操クラブ後援会 会長
・笹目川をきれいにする会 顧問

宮崎栄治郎が所属している
埼玉県議会議員連盟です。

第9回さいたま市ペタンクオープン大会 （9・25 大宮体育館グランド）

・サッカー振興議員連盟 幹事長
・ASEAN友好議員連盟 幹事長
・中小企業を支援する議員連盟 事務局長
・社会福祉推進議員連盟 幹事長
・ボーイスカウト・ガールスカウト
振興議員連盟 幹事長

ほか

≪プロフィール≫ 昭和 29 年６月生まれ／日本大学芸術学部卒業 ●浦和市ＰＴＡ連合会副会長／浦和青年
会議所理事／さいたま市立大谷口小・中学校ＰＴＡ会長／さいたま市消防谷田第２分団団員を歴任
≪現在≫ 青少年育成大谷口地区会副会長／㈻いずみ幼稚園法人役員
≪歴任≫ 警察危機管理防災委員会委員長／県議会議会運営委員会・総務県民生活常任委員会の各委員長，少
子・高齢福祉社会対策特別委員会委員長／公社事業対策特別委員会委員長／㈶埼玉県国際交流協会理事／埼玉
県芸術文化振興財団理事／㈶いきいき埼玉理事／埼玉県監査委員
●平成 27 年４月 埼玉県議会議員４期目当選
●平成 28 年３月 第 119 代埼玉県議会議長 企画財政常任委員会委員
§１面のイラストは臼井千代子さん（栄治郎氏の姪）の作品です。

