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全県の中で第3位の高得票(26,784票)

選挙活動中、新藤県連会長が選挙事務所へ激励に

南浦和駅東口で政策をアピールする宮崎(4・5)

(4・1)
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働く 宮崎栄治郎

埼玉県そしてさいたま市のため

さまざまな政治交流会
政界のリーダーシップを期して

青島健太氏と語る会


(4・24 ホテルニューオータニ)

ベルヴィ武蔵野

)

(5・25 日本語国際センター)

学習会にも時間を割いて参加する宮崎県議

(6・29 コムナーレ)

埼玉国際青年を育てる会総会で会長星野和央氏
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半井小絵氏(元NHKお天気お姉さん)の記念講演


菅義偉官房長官と語る

田中良生国交副大臣
新春の集い

自民党全国政調会長会議に出席し、挨拶す
(5・17 永田町本部)
る岸田文雄政調会長

２
(・

古川俊治氏を推薦した

参議院議員選挙に

自民党さいたま市南区支部
６
宮崎会館 )

(・
24

(6・1 埼玉県議会で)

堀 憲郎氏(日本歯科医師会会長)の記念講演で


(2・28 ロイヤルパインズホテル浦和)

ロケットエンジンを作成するIHIは鶴ヶ島に工場建設


(1・30 さいたまスーパーアリーナ)
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各層との交流は新春行事からスタート

新春行事にて～

)


１
(・
大宮消防署訓練場 )

１
(・４ パレスホテル大宮 )

さいたま市消防出初め式



さいたま市新年名刺交換会

13

●●

南区自治会連合会の
新春懇親会で挨拶する
石川憲次会長
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建産連研修センター



 １
(・

地元のさいたま市

●●

中尾窯の村上代表と共に
(5・31 埼玉会館)


さくら祭りで挨拶の島田実行委員長(4・6 西南さくら公園)

南浦和3丁目もちつき大会(1・19 さくら公園)

彩

行事いっぱい
創立25周年の浦和ひびけ太鼓(3・17 大谷場中ホール)

別所サッカー少年団の荻原章弘団長(5・5 別所小校庭)

祇園磐船竜神祭の巫女舞い(5・4 氷川女體神社)

節分祭で年男を紹介する


(2・3 根岸神明社)

節分祭で挨拶する鳥海定吉奉賛会会長(2・3 文蔵神明社)
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第18回日本ALS協会埼玉支部総会。説明するのは丸木
雄一事務局長。後列は患者様。(6・30 大宮ソニック国際会議場)

埼玉県行政書士会の定時総会で新会長となっ
(5・27 浦和コルソ)
た関口隆夫氏

定時社員総会で挨拶する野原治人代表
(5・24 浦和ワシントンホテル)


新人獣医師を紹介する埼玉県獣医師会定期総会


(6・5 大宮清水園)

支える団体のチカラ！

力 づよく活躍 される各団体 との交流の集い

地域への想い

挨拶するは埼玉県医師会の金井忠男氏


(2・2 パレスホテル大宮)

総会で講演する岩渕 均会長

(5・21 大宮清水園)

新年賀詞交換会で挨拶する堀野忠夫会長


(1・17 浦和ワシントンホテル)

代表理事・谷 弘幸氏の挨拶


(1・21 浦和ワシントンホテル)
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雄気堂々
の
スタート

いつまでも若く！ スポーツは力強く！

浦和リトル・シニアの必勝祈願

浦和朝ソフトボール連盟の開会式


(3・24 三崎公園)

大間木グランド

大間木グランド

31

南浦和ソフトボール
連盟開会式

(1・13 浦和調神社)

 ３
(・

 ３
(・
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２０１９Ｕ リ ー グ 開 会 式



)

)

◀埼玉国際サッカーフェスティバル歓迎会

(東京2020オリパラ大会に向けユース世代で催した3・16)

(5・12 秋ヶ瀬総合グランド)

en
ge

ch



挑

第14回さいたま市ペタンク競技大会


(5・26 大宮体育館グランド)


戦

al
l

第38回浦和軟式少年野球連盟の運動会
選手宣誓は飛竜の坂口選手

第7回埼玉県空手道選手権大会の橋本英
明会長のリーダーシップで


(5・11 大宮武道館)

2019埼玉県少林寺拳法大会


浦和レッズ新社長の立花洋
一氏が県議会を表敬訪問
(2・8 議長応接室)


(6・23 埼玉県立武道館)
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祝

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

２
(・
ロイヤルパインズ浦和 )

永年の交通安全の
功労を讃えて 大熊
清氏
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情報は、他に流用することは決してありません。
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


３
(・
ロイヤルパインズ浦和

)
 ２
(・
ベルヴィ武蔵野

教育行政に貢献
貮又 保氏
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★★★★★★★★★★★★★

次の諸団体の活動に協力しています。

永年、郵政事業に貢献され
て 小口隆義氏
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★新美保の会､ゴルフ､ソフトボール､グラウンドゴルフ､

)

〈新美保の会〉

２
(・２ コルソ７Ｆ大ホール

激しく優しい女性応援団

三遊亭鬼丸師匠により
名の参加で場内は笑いの渦



520

・埼玉県行政書士会 顧問
・埼玉県少林寺拳法連盟 副会長
・埼玉県なぎなた連盟 顧問
・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
・浦和交通安全協会支部 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 会長
・ASEAN友好議員連盟 会長
・中小企業を支援する議員連盟 副会長
・社会福祉推進議員連盟 会長
・ボーイスカウト・ガールスカウト
振興議員連盟 顧問
・日本会議・埼玉県議会議員連盟会長

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 31 年４月 埼玉県議会議員５期目当選 自民党埼玉県連政調会長に就任
●福祉保健医療委員会、危機管理・大規模災害対策特別委員会の各委員，埼玉県浦和競馬組合議会議長
§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。

