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皇居前広場
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天皇陛下御即位をお祝いする国民の祭典


)

令和の初春をお慶びするとともに
皆様のご多幸をお祈り申しあげます

発行：宮崎栄治郎県政調査事務所
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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

県議会英霊にこたえる議員連盟の正殿参拝

(11・29 靖国神社)

各種議員連盟
のリーダーとして
行動する

＜左上＞
講師は稲田朋美参議
院議員(11・6 上野東天紅)
＜左下＞
ケアラー支援条例制
定に向けた自民党勉
強 会。 講 師 は 日 本 女
子大教授の村越栄子
先生(9・17 県議会議事堂)

＜上段の中右＞
第10回自民党地方政調会。講師は 拉致問題を考える県民の集い。挨
県連政調会長として団体要望を受 櫻井よし子氏
拶は飯塚会長
(10・28 ロイヤルパインズ浦和) 
(9・14 浦和パルコ・コムナーレ10F)
(9・24～27 自民党県連) 
ける
左端と同じく委員会視察でがんゲノ
ム医療の研究室に行く


私立幼稚園の振興対策を総務部長
(10・30 総務部長室)
に要望

県議会福祉保健医療委員会の視察


(9・2 大阪市長居障害者スポーツセンター)

赤い羽根共同募金 (10・1 浦和駅西口)

(9・3 京都大学医学部附属病院)
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安心・安全な社会をめざして
ラグビーの壮行試合
日本対南アフリカ共和国


(9・6 熊谷文化公園ラグビー場)

サッカーW杯アジア第2次予選
日本対モンゴル
元横綱朝青龍関と浦和レッズ立
花社長と (10・10 埼玉スタジアム)

消防庁・消防大学校
消防研究センター
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自民党県議団として八ッ
場ダム建設工事を視察



危機管理・大規模災害対策特別委員会で
(9・11)
県外視察

)

さいたま市総合防災訓練

(9・1 岩槻文化公園)

東京理科大土木工学科・二瓶教授(野田キャンパス)

新・さいたま市立病院
(12・14)
の偉容

新・さいたま市立病院
(12・14)
の内覧会

台風19号の豪雨で土手いっぱいに迫る荒川(10・13 松本地区)
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地域への想い
体育

支える団体のチカラ！
御輿

敬老

内谷地区の体育祭（松本康隆会長の 鹿手袋御輿の渡御
(11・3 内谷中学校)
挨拶）

(7・14 同会館前)

西地区社会福祉協議会の敬老会
(9・6 武蔵浦和コミュニティセンター)


松本自治連大運動会（霜田寛一会長 大谷場御輿氷川会
(10・27 田島小学校)
の挨拶）

(7・21 旧中山道)

大谷口中吹奏楽部の演奏による同
(9・16 大谷口中体育館)
地区敬老会

(・
文蔵神明社 )

夏祭りに自治会長
勢揃い
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松本自治連盆踊り大会

7

松本二丁目公園
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白幡睦神社

浦和競馬場
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(・
太田窪氷川神社

10

二十三夜地区盆踊
り大会

)
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白幡地区夏祭り

)
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子供祭り

)

(・ 鹿手袋第２児童公園 )
8

7

(・


5

南区ふれあいフェア

)
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夏まつりは涼を呼んでいる

辻八丁目遊歩道

14

青空フリーマーケット

(・

ふれあいまつり花ざかり

10

四谷一丁目公園 )
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ファミリーフェスタ
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いつまでも若く！ スポーツは力強く！
めでたく優勝の報告

埼玉代表として勝利めざし

第47回日本リトルシニア日本選手権で(8・23 市長応接室)

第99回全国高校ラグビーで県立浦高(12・6 県議会面会室)

2019パリーグ埼玉西武ライオンズ

第98回全国高校サッカーで昌平高校

(12・5 議会面会室)

(12・9 県議会面会室)

Uリーグオールスター戦
少林寺拳法市民大会
Uリーグアウォーズ
(8・25 大間木グラウンド) 
(10・6 さいたま市西体育館) 
(11・24 浦和コルソ7F)


県ハイタク野球開会式
宮崎杯グラウンドゴルフ大会
浦和東ロータリークラブ主催のフットサル大
(9・13 荒川総合グラウンド) 
(11・2 浦和競馬場) 会。挨拶の細田市教育長(12・1 市浦和高グラウンド)


さいたま市ペタンクオープン大会 さいたま市なぎなた競技大会
浦和軟式少年野球連盟総合閉会式
(9・29 大宮体育館グラウンド) 
(11・23 サイデン化学アリーナ) 
(12・1 市営浦和球場)
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(・

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､
ペタンクなど各グループへの入会を希望される方は

170

宮崎会館

名集結

16

県政報告会に

11

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

後援会事務局までご連絡下さい。

宮崎栄治郎は

上
(は
・
、下は
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いずれもロイヤルパインズ浦和

15

納税功労による星野榮一氏、郵政事業に寄与した高橋喜代作氏

)
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★★★★★★★★★★★★★

次の諸団体の活動に協力しています。

)

・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。

第17回MG会ゴルフ大会

(写真は10・21 日赤埼玉県支部)

・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・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。

