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国政

と連携

（7・4 浦和ロイヤルパインズH）

▲拉致被害者を救う全国の会
（4・22 永田町 砂防会館）

暑 中
お見舞い申しあげます

▲安倍晋三総理大臣との
タウンミーティング

◀田中良生副大臣を
同志議員と表敬訪問
（6・1 内閣府副大臣室）
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働く 宮崎栄治郎

見聞を広める

都内の車の渋滞をコントロール

全国に誇れる学校づくり——について説
明に当る井原校長 （6・5 山口市立湯田中学校）

（1・17）

あ

所沢市にある国立障害者リハビリテーシ
ョンセンターで機能回復訓練プールを見
（1・17）
学

日中友好議員連盟による

山西省環境保護庁の視察

人材育成・文化・スポーツ振興特別委員会

国立スポーツ科学センターを訪ねる

警察危機管理防災委員会

西日本豪雨で被害に遭われた
方々にお見舞申し上げます

埼玉県そしてさいたま市のため

（2・6 警視庁交通管制センター）

平成29年度埼玉県特別機動隊合同訓練

（2・9 草加市内）

放射線監視センターと緊急事態応急拠点
施設の視察 （2・5 静岡県原子力防災センター）

暑い夏ですが、アピールも大切です。

▶白 振興氏より
環境問題の
取り組みを
聞く――。
「うなぎまつり」
でオリンピック 南区自民党支部大会での
・パラリンピックのPRブース 県政報告


（5・19 県庁駐車場） （7・4 さいたま市文化センター）

◀
議員連盟の
みなさん
年間を通じて楽しめる埼玉アイスアリーナ

（7・1 県立上尾水上公園内）
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各界から課題が述べられる貴重なつどい！

埼玉県獣医師会（6・7 清水園）

懇談会（6・26 さいたま共済会館）

埼玉県行政書士会

（1・12 浦和ロイヤルパインズＨ）

挨拶は清水秀逸理事長

挨拶は野原会長（1・25 浦和ワシントンＨ）

（5・9 パレスホテル大宮）

海外で社会貢献された方々 日本看護協会と自民県議団
浦和交通安全協会新年会 埼玉県歯科医師会との勉強会 の報告会
との勉強会
（1・26 浦和コルソ 大ホール） （3・29 浦和ロイヤルパインズＨ） （5・26 国際交流センター埼玉）
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▶第 回 県空手道選 ▶南区
 民バレーボー ▶浦和軟式少年野球
手権大会
ル大会
連盟の運動会
 ・ 市立大宮武道館）  （ ・ 浦和西体育館） （
 ・ 秋ヶ瀬グランド）

南浦和ソフトボール連盟開
会式 （4・1 大間木グランド）

（

◀少林寺拳法創始
◀別所 小 サッカ ー 少 ◀第 回 埼玉県なぎ
周年記念
年団を激励
なた大会
 ・ 東京プリンスＨ）  （ ・ 大里小校庭で）  （ ・ 県立武道館）
（
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スポーツは
力強く！

11

26

5

16

13

1

市ソフトボール協会開会式
挨拶は浅見茂会長
（3・18 荒川総合グランド）
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（2・7 県議会委員室）
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コンサートに!

巫女神楽に!

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。
障がいのある子もない子もそ
の家族もみんな楽しめるコン 祇園磐船龍神祭で奉納
（5・4 緑区 氷川女體神社）
サート（11・23 南浦和文化センター） 

（３・

中村元徳会長
「春のお祭り」でご挨拶の

（２・３ 浦和コルソ ７Ｆホール）

県政報告する宮崎県議
新美保の会・新春の集いで

浦和六辻商店会）
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（４・７ 西南さくら公園）

武蔵浦和駅～別所沼公園の
遊歩道で開催

・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家族会 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 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。
・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／青少年育成大谷
口地区会副会長を歴任
≪現在≫ ㈻いずみ幼稚園法人役員
≪歴任≫ 第 119 代埼玉県議会議長 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
●文教委員会，経済・雇用対策特別委員会，埼玉県国土利用計画審議会の各委員
§1,3 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。

