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　多くの方々からご要望とご示唆を頂いて、府内町か
ら六坊北町に事務所を移しました。それが本当に良
かったと思っています。地域の方々の陳情やご要望に
来て下さる方の数も大幅に増えましたし、良友会の皆
さんもよく立ち寄ってくださるようになりました。
　今のところ、月・木の週２回ペースで「事務所の
日」にしていますが、議会日程やその他の公務と重な
り、なかなか「事務所の日」に事務所にいる事ができ
ていません。折角お出で下さった方々には、本当に申
し訳なく思っています。
　メルマガやブログ、フェイスブックとツイッターで
も、活動報告やわたしの意見、所信を発信しています
が、ネットを通じての皆さんとの意識の共有化が図ら
れていると実感しています。
　今議会は釘宮市長の３期目のちょうど折り返し点に
来ています。釘宮市政の評価ということで、市長ご自
身も行政改革やマニフェストの自己採点を議会に示し
ています。これから、それらの行政評価を精査しつ
つ、都心南北軸の整備事業（中央通りの空間利用形態
の変更）や可燃・不燃ゴミ収集の有料化、公共施設の
更新計画など、わたしたちは大分市の将来を左右する
重大な判断をしていくことになります。それだけに議
会内の論議だけにとどまらず、色々な形での情報発信
を通して、行政の意思形成過程を皆さんにお知らせ
し、ご意見を頂き、それを議会での論議に活かしてい
きたいと思います。
　事務所に来て頂くこと、本会議や委員会の傍聴に来
て頂くことは勿論ですが、ネットを通しても、皆さん
のお考えやアイデアを教えてください。よろしくお願
い致します。� 井手口良一

ご　挨　拶 視点・論点・問題点

６月14日午前11時から一般質問に立ちました。

質問‐１．保育行政

①保育コンシェルジュの配置

　子育て経験者や保育や幼児教育の現場経験者など

にNaanaのサイトマップにある情報をきちんと把

握してもらった上で、子育て世代のおかあさん方の

相談に乗り、ニーズとオファーのマッチングを図る

子育て支援要員として、また市の子育て支援業務全

てを網羅したワンストップ窓口としても機能する

「仮称保育コンシェルジュ」事業を導入すべきで

は？

福祉保健部長答弁

大分市では既に子育て支援に関する窓口の機能を有

していると考えているが、今後一層多様するであろ

う子育て支援へのニーズに対して、相談業務の充実

強化を通して利用者支援を行っていく。

井手口の視点

　保育コンシェルジュとは、保護者ニーズと行政に

よるものを中心とする各種保育サービスを、的確か

つスピーディーに結びつけることを目的として、主

として保育を希望する保護者からの相談を受け、そ

の世帯の希望や就労状況に応じて、それぞれのニー

ズに合った保育サービス等（保育所、幼稚園の預か

り保育、一時預かり事業等）についての情報を提供

し、選択肢を提案する専門の相談員のことです。す

でに実施している横浜市や福岡市では�、保育所に

入所できなかった世帯への情報提供や状況確認など

のアフターフォローも行っています。

②認可外保育園の大分市版子ども園化
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②認可外保育園の大分市版子ども園化

　これまで大分市が連携してきた認可外保育園を、

大分市独自の基準によって大分市版子ども園として

認定し、そこに通う子どもたちに対して一定の就園

補助金を支給してはどうか？

福祉保健部長答弁

　提案の趣旨は理解するが、現行制度を検証しなが

ら、限られた財源の中で有効な運用を図っていきた

い。

井手口の視点

　現在、私立幼稚園に通う子ども達には就園奨励金

と言う形で市からの補助金が支給されています。公

立や認可の保育園に通う子ども達には当然のことな

がら直接・間接に様々な形で税金使って補助されて

います。認可外保育園にもこれまで様々な形で、支

援策が講じられていますが、それらは全て施設に対

するもので、直接子どもへのものではありません。

　本人達が希望しているわけではなく、むしろ行政

側の都合で、認可外の保育園に通わざるを得ない子

ども達に直接的な就園・通園補助を支給しないこと

自体、公平を欠いているとわたしは思っています。

これからも粘り強く実現に向けて頑張ります。

③未満児教育の重要性

　初期幼児教育の担い手として世間一般に考えられ

る保育園と幼稚園の子どもたちに提供している保育

内容の内、教育的な部分の根本的な違いについて、

保育園・幼稚園の双方の考え方は？

福祉保健部長答弁

　０歳～２歳までの子どもは、一人ひとりの子ども

の発育・発達状態を適切に把握し、一体的な養護と

教育に取り組むことにより、３歳以上の教育に結び

付けていくための基礎的な教育の場になると考えて

いる。

教育委員会答弁

　保育所・園は０歳から修学前までの発達の系統性

を重視し、養護と教育とを合わせた保育を提供する

幼児教育施設である。今後、幼保連携型のこども園

などに移行していく場合には、保育所・園が永年

培っていた経験や技術を取り入れながら、目標や内

容を定める必要があると認識している。

④幼稚園の預かり保育の充実

　公立、私立幼稚園の預かり保育の現状、その利用

者数、各施設での預かり保育事業の人的体制などに

ついてはどうなっているか？

教育委員会答弁

　現在、市立・私立の全ての幼稚園が預かり保育を

実施している。

　市立幼稚園では週１～２回、16時まで、平成24年

度の利用者数は1,157名で、勤務時間内での業務の

一環として職員が従事している。

　私立幼稚園ではほぼ毎日、18時頃まで実施してお

り、平成24年度の利用者数は1690名、概ね１～３人

程度の人員が配置されている。

井手口の視点

　幼稚園・保育園の正式に認められている創立時期

は、幼稚園が明治９年（1876年）、保育園が昭和23

年（1948年）だそうです。また戦後の昭和23年（1948

年）に児童福祉法が制定され、現在のかたちでの公

立・社会福祉法人立の保育園事業が始まっていま

す。長い日本の保育行政と幼児教育の歴史は今、子

育て環境の変化から画期的なターニングポイントを

迎えています。

　未満児教育といっても、未満児にクラシック音楽

を聞かせたり、ピアノを弾かせたりとか、あるいは

外国語を教えよというのではありません。本来、霊

長類の初期発達過程を考えると、ヒトのゼロから２

歳児までは、その知能や運動能力において同年齢の

チンパンジーやオランウータンよりも劣ると言われ

ています。満３歳になる頃から他の霊長類の知能の

発達が次第に停滞してしまうのに対して、ヒトは驚

異的な発達を遂げます。

　個体発生は系統発生をくりかえすという、生物学

のセオリーに照らし合わせると、それはヒトの場合、

ゼロ歳から２歳までは、本来まだ母親の胎内にいる

べき時期であり、大脳体積の発達とともに、出産時

の産道の大きさの制約からくる、出産時の母体や胎

児の負担を軽減するために、他の霊長類に比べて謂

わば超未熟児状態で出産せざる得なくなったと考え

られています。

　３歳児以降の驚異的な知能の発達を考えると、そ
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の本来は母胎に抱かれているはずの未満児年齢期の

子ども達への教育的な働きかけが、極めて重要であ

ることは火を見るより明らかです。今後の保育行政

当局と教育委員会の取組を、わたしも市民の皆さ

んとともに注視していきたいと思います。　幼保連

携、認定子ども園のさらなる進展などを念頭に、未

満児教育について、教育委員会と子育て支援当局が

連携して、すでに独自の視点から幼児教育、特に未

満児教育を展開している保育現場の経験の蓄積を活

用する形で、大分市版未満児教育セオリーを確立し

たいと考えています。

日本最初の保育園、新潟市の赤沢保育園の子たち、明治23

年創立。今年６月１日に123回目の創立記念日を迎えていま

す。

質問‐２．市民協働における縦割行政の解消

市としてのボランティアとの協働体制づくりにおけ

る庁内連携体制

　市民協働推進課の大分市まちづくり協議会モデル

事業の実施計画立案段階において、大分市の社会福

祉協議会の地域福祉推進会議事業や防災ボランティ

ア組織化事業などとのすり合わせは何度行われた

か？

市民部長答弁

　実施計画立案段階では、個別具体のすり合わせは

行っていない。今後、調整の必要性に応じて、地域

や関係課と協議していく。

井手口の視点

　わたしたちは基礎自治体の立場から、常に国の省

庁間の縦割り行政に悩まされもし、苦情も言ってき

ました。その基礎自治体である大分市が、とりわけ

市民協働の担い手であるボランティアに対する考え

方や連携のための基本的な体制に、部局間の考えの

相違があることは許されるはずもありません。

　ところが市民協働のパートナーである市民ボラン

ティアに対する考え方や対応の仕方、補助や支援の

ためのメニューに部や課、あるいは市の社会福祉協

議会の間での考え方に開きがあるのです。今後、そ

のすり合わせを見守りながら、市役所内部での縦割

り行政の弊害を少しでも取り除いて行きます。

質問‐３．地域経済浮揚策

神崎タコのブランド化

　大分市の神崎漁港で水揚げされるマダコを仮称

「神崎ダコ」あるいは地元の呼び名である「瀬ダ

コ」として、農林水産課と観光課がタイアップし

て、ブランド化してはどうか？

商工農政部長答弁

　これまでは資源の増大を図る事業を中心に展開し

てきたが、これからはその取組の一層の充実に加

え、漁協などと連携してブランド化や加工品の開発

などを進めるとともに、シティープロモーションの

取組とも連携し、様々なメディアの活用など、あら

ゆる機会を通じて神崎産タコの魅力をPRしつつ、

地域資源であるタコを生かした地域づくりにつなげ

ていきたい。

井手口の視点

　大分市はすでに関サバ・関アジというメジャーな

水産物ブランドを持っていますが、近年、その漁獲

量はなかなか一定していません。そこでこの際、関

アジ・関サバ以外の大分市特産水産物の新しいブラ

ンド化を図るべきと考えています。

　神崎漁港を中心として水揚げされている別府湾東

部のマダコは、その味の良さが有名で、大分市を中

心とした市場で根強い人気商品となっています。市

場価格も他の産地のタコに比べて、高値で取引され

ています。

　数年前に発生した赤潮のために、ほとんど全滅状

態に陥ったこともありましたが、産卵用タコツボを

多数設置するなど、関係者の努力によって資源も確

実に回復しています。

　そこでこの海域のマダコを仮称「神崎ダコ」ある
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いは地元の呼び名である「瀬ダコ」として、農林水

産課と観光課がタイアップしながら、ブランド化し

てはどうかと提案します。また、瀬ダコを宣伝する

ためNHKの現地ロケ番組や、民放の旅番組などの

生中継を誘致することも併せて提案したいと思いま

す。

過去の漁業統計を見ると、漁協の神崎支店の水揚げ

高はせいぜい40トン前後で推移していますが、それ

もかえって希少価値としてアッピールできるものと

考えます。さらに大分市が進める６次産業のモデル

事業として、マダコの加工品の開発も考えられます。

産卵用タコツボの中の卵塊とそれを守るメスダコ。孵化す

るまで絶食して守り続けます。

質問‐４．災害対策

①災害発災時の受け入れ窓口

　大災害の発災時、市内外からの支援物資、支援要

員、ボランティアなどの受入窓口はどうなっている

か？

総務部長答弁

　大分市災害対策本部を構成する各対策部が受入窓

口になる。支援物資は物資支援部（契約監理課・商

工労政課が中心）が一時集積所に受入れ、災害譲許

に応じて必要な場所に必要な物資を配送する。

　支援要員は総合統括部（防災危機管理課・総務

課・人事課が中心）が受入れ人員や派遣・配置の調

整を行う。

　ボランティアは被災者救援部（福祉保健課・人権

同和対策課が中心）が大分市社会福祉協議会と連携

して設置する「大分市災害ボランティアセンター」

が受入れる事としている。

②市社協とのマッチング体制

　市社会福祉協議会と災害対策本部との連携体制は

どうなっているか？

総務部長答弁

　災害時に活動するボランティアの事前登録や災害

ボラティアコーディネーターの養成・育成なども必

要と考えている。大分県の実施している同様の取り

組みなどを参考にしながら、大分市と市社会協議会

の連携体制について検討していきたい。

③市とその他の行政機関との連携体制

　関係機関・組織と大分市が個別に、事前に情報交

換したり、体制についてのすり合わせをしたるする

実務者レベル個別会議はどうなっているか？

総務部長答弁

　連携に必要な関係機関の内、国土交通省大分河川

国道事務所、陸上自衛隊第４１普通科連隊、大分県

警、大分県とは「防災パトロール」を実施し「災害

予想地域の危険度判定会議」を実施ている。さらに

これらの機関に大分地方気象台や大分海上保安部な

どを加えた「防災関係機関意見交換会」を年２回開

催している。さらに大分県市長会に「防災対策実務

担当課長会議」を設置した。このほかにも大分県中

部振興局管内の防災関係機関、福祉担当課、病院、

社会福協議会の担当者による情報共有・意見交換を

進めている。

④日赤県支部とのマッチング体制

　日本赤十字社大分県支部との防災の視点からの定

期協議はどのようになっているか？

総務部長答弁

　大分市地域防災会議では指定公共機関として協力

してもらっているが、医療・福祉分野の結びつきに

比べて、防災機関としての結びつきは十分であると

は言い難い。今後、防災の視点からの定期協議の開

催などについて働きかけて行きたい

井手口の視点

　日本赤十字社は災害時に直ちに救援態勢が取れる

よう日常的に待機しています。もちろん医療チーム

の実績や救援物資の配給などは周知されています

が、それ以上に、わたしは災害地での対策本部の運

営に関する経験の豊富さを評価しています。日赤が
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これまで蓄積してきた経験を活用しない手はありま

せん。

　その日赤との防災面での定期的な協議はぜひとも

実現してほしいものです。

質問‐５．のつはる少年自然の家の豪雨対策

　少なくとももう十年以上も前に、現在地面が沈下

しクラックが入っている場所の近くで斜面が崩壊

し、その原因の一つと考えられる地下の浸水につい

て、これまでなぜ、抜本的な改修などをしないまま

放置してきたのか。

教育部長答弁

　放置していたわけではないが、これまで実施して

きた工事の効果が現れておらず、本年度、本格的な

調査設計を実施し、来年度以降、抜本的な対策工事

を行うよう計画している。

井手口の視点

　まさか、10年以上にわたって地下の浸水について

放置されていたとは、わたしも知りませんでした。

たまたま、崩壊した斜面の近くの杉の植林を皆伐す

ると聞き、そう言えばそこが昔崩壊した場所のすぐ

下だと思い出して、現地を見に行ったのです。わた

しも市議会議員として図らずも市民の大切な財産を

このような形で放置してきたことに責任を感じてい

ます。

のつはる少年自然の家の地下ピット

質問‐６．総合評価落札方式制度

　大分市が技術提案に対して加点する方式の総合評

価落札方式制度には、市内業者の特に下請け業者の

皆さんの不安を払しょくするための配慮と抑制策は

どのような形で施されているか？

総務部長答弁

　設計図書などで指定した仕様以上の過剰な性能を

有する提案などについては評価しないなど、過度の

コスト負担を要する技術提案を抑制している。さら

に、それらのガイドラインの公表や業者向けの説明

会を行うなど、業者の方々の理解を得られるように

配慮してきた。今後とも必要に応じて制度の見直し

を図ることにより、過当競争や下請け業者へのしわ

寄せにならないよう努めて行く。

質問‐７．温水プールの管理体制

　プール内での水難事故や利用客が水中やプールサ

イドで心臓発作などを起こすことを想定して、監視

体制についてどうなっているか？

　また、水質保持のための薬品使用量の目安、水質

測定の項目と頻度は？

教育部長答弁

　監視体制については平日はプールサイドに監視員

を２名配置し、そのうち１名は放送設備を備えた監

視室からの監視・救護業務を、もう１名が、監視台

からプールの底までを見渡す監視・救護業務を行っ

ている。

　土日、祝日、利用者の多い７・８月はプールサイ

ドを巡回する監視員を１名増員している。従業員全

員に救急救命講習を義務付け、指定管理者は独自に

水上安全法、救急蘇生法、などの講習を加えるなど

監視技術の向上に努めている。

　プールの水の換水率は本年度1,050％を見込んで

いる。遊離残留塩素濃度が0.4～１ｐｐｍの濃度を

保持し、過マンガン酸カリ消費量は１リットル中12

ミリグラムを超えないようにする。

　塩素濃度は毎日午前１回以上、午後２回以上、

PH、過マンガン酸カリ消費量、大腸菌、一般細

菌、濁度は月１回、総トリハロメタンとレジオネラ

属菌は年１回計測するよう義務付けている。

井手口の視点

　温水プールはその施設の性格上、その管理に齟齬

があれば市民の生命や健康に直接的に影響の出かね

ない施設と言えます。行政改革の一環として導入さ
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議員活動報告

� （平成25年４月１日～６月30日）

４月

　　� 1日（月）代表者会議（議員共済会議）

　　� 3日（水）�会派間代表者協議（社民・新市民・おおい

た民主）

　　� 6日（土）別大国道サクラ並木道通り始め式賓出席

　　� 8日（月）新人議員研修会講師

　　10日（水）上野が丘中学校入学式来賓出席

　　11日（木）金池小学校入学式来賓出席

　　12日（金）金池幼稚園入園式来賓出席

　　16日（火）建設常任委員会管内視察

　　19日（金）おおいた民主クラブ例会

　　22日（月）議会運営委員会

　　30日（火）議会活性化推進会議

５月

　　� 8日（水）～10日（金）

　　　　　　　�建設常任委員会行政視察（新潟市・府中

市・新宿区）

　　14日（火）～16日（木）

　　　　　　　�おおいた民主クラブ会派行政視察（那覇

市・奄美市）

　　17日（金）清掃管理課事前説明

　　18日（土）上野ヶ丘中学校体育祭

　　21日（火）おおいた民主クラブ例会

　　25日（土）水資源再生センターホタル観賞会開会式

　　29日（水）税制課事前説明

　　　　　　　建設常任委員会

６月

　　� 3日（月）議員政策研究会役員会

　　　　　　　議会運営委員会

　　　　　　　議会活性化推進会議

　　　　　　　上野が丘青少年健全育成協議会総会

　　� 6日（木）のつはる少年自然の家現地調査

　　� 7日（金）大分市住宅表示検討委員会

　　10日（月）６月議会開会

　　　　　　　議員政策研究会総会

　　11日（火）～13日（木）

　　　　　　　議案考案日

　　12日（水）議会運営委員会

　　14日（金）本会議（一般質問）

　　16日（日）大分県腎臓病協議会総会来賓出席

　　17日（月）～18日（火）

　　　　　　　本会議（一般質問）

　　19日（水）～21日（金）

　　　　　　　建設常任委員会

　　20日（木）議会運営委員会

　　19日（水）議会防災会議運営会議

　　24日（月）議会本会議（採決）

　　　　　　　議会防災会議全体会議

　この会報はワークスペース「樫の木」、小規

模作業所「どんぐりの家」の皆さんに、折り加

工と封入作業をお願いしています。

れた、つまり行政支出を少しでも減らすために導入

された指定管理者制度も、プールという施設の特殊

性に於いては、市民の生命・健康を守るという行政

の至上命題を損ねる可能性を秘めてしまうことにな

ります。他の施設の指定管理者による運営において

も、事故の起こる可能性はゼロではありませんが、

プールの場合、清掃や水質管理、プールの周辺部の

保守といった管理の影響、さらには利用者の安全確

認のための監視体制の良否が、直接的に利用者の生

命や健康に及ぶということは、これまでの多くの都

市のプールでの事故が物語っています。

　ひとたび何らかの事故や管理上の齟齬が生じた場

合には、市民に多大の迷惑をおかけし、その補償の

ために、それまでの節約分の何倍、何十倍の支出を

強いられることになると、わたしは警鐘を鳴らして

います。

　今後は温水プールの運営状況について、わたしは

定期的に施設を訪れるなどして、市民の皆さんが安

心して利用できますよう、運営・管理体制を注視し

ていきます。

高齢者の体力つくりの場にもなっている大分市温水プール
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　「投票に行きましょう」

　何度も申し上げてきましたが、わたしはこれまで

一度も政党の党員になったことはありません。それ

でも反自民・非共産の立場から政権交代を夢見て、

民主党を一生懸命に応援してきました。政権交代が

叶ってからの３年３カ月の民主党の迷走ぶりは、確

かにひどいものでした。

　さらに昨年12月の歴史的大敗北後の民主党の活動

にも不満を持っているのは、わたしだけではないで

しょう。それでもわたしは、今回の選挙でも民主党

の候補者を応援しています。頼りないところも多々

ありますが、右傾化を強める自民党の対抗勢力とし

て、例え可能性であっても、そう信頼できる政党は

結局のところ民主党しかないのです。不満はいっぱ

いあるものの、ひとまず、その再出発と成長を期待

したいと思っています。

　もちろん、憲法96条をいじることには、わたしは

大反対です。そもそも、日本の憲法に限らず、基本

的な精神は国民を国家権力から守るため、その権限

に制限を加えるためにあるのです。権力者が自分を

縛っている鎖を「ちょっと苦しいから緩めてくれ」

ということ自体危険極まりない為政者の増長です。

　自民党の憲法改正案では、随所にこれまでの国民

のための国から、国のための国民へのシフトチェン

ジが見られます。これを許せば、我々の社会があの

昭和初年の日本に舞い戻ることになること必至です。

　残念ながら、大分県では民主党は候補者を立てな

いことになりましたが、全国的に比例区の戦いが展

開されています。わたしはそこに一縷の望みを繋い

でいます。皆さん、必ず投票に行きましょう。投票

の際、比例区では党名ではなく個人名を書いてくだ

さい。

井手口良一

　平成24年度（平成24年１月１日～12月31日）（政

治資金規正法に基づいて平成25年３月に大分県選挙

管理委員会に提出したものです）

収入　　前年度繰越金� 1，902，630円　

　　　　会費（1,000人分）� 1，852，000円　

　　　　部会・勉強会会費など� 462，000円　

　　　　個人からの寄付金� 1，110，000円　

　　　　雑収入（銀行利子など）� 351円　

　　　　合計� 5，326，984円　

支出　　事業費

　　　　　あすなろ印刷費・発送費� 585，390円　

　　　　　宣伝事業費� 478,835円　

　　　　　その他の事業費� 651,175円　

　　　　活動費

　　　　　会議・会合参加費� 110,580円　

　　　　　調査研究費� 78,129円　

　　　　　諸費� 75,076円　

　　　　人件費� 360,000円　

　　　　事務所費

　　　　　事務所費（家賃など）� 973,441円　

　　　　　光熱水費� 41,898円　

　　　　　備品・消耗品費� 588,350円　

　　　　合計� 3,942,874円　

平成25年度への繰り越し� 1,384,110円　

＊支出の内、会議・会合参加費は主に連合大分やUＡゼンセ

ン関係の会議・会合への参加費です

良友会会計報告

参議院議員選挙は
７月21日が投票日です。

わたしは比例区で今回２期目の挑戦となる
「かわいたかのり」氏を応援しています。
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梅雨の前半は雨が少なくて、

空を見上げては心配していま

す。心配といえばアベコベミ

クスのメッキが少しずつ剥が

れ落ちて、国民の失望感が鬱積してきていることも心

配の種です。先憂後楽を心掛けているとはいえ憂いは

少ないにこしたことはないのですが。（I）

会費納入の御礼と会員拡大のお願い

　　良友会の活動の拡大のため、この市政報告、あ

すなろを多くの方に読んでいただきたいと考えてい

ます。ご友人、職場のご同僚の方、ご家族などにも

あすなろをご紹介下さい。

もちろん新しい会員のご紹介、ご勧誘もお願いいた

します。

良友会の運営は会員の皆様がたからの会費とご寄付

によってなされています。よろしくお願い致します。

　　　会費　一般会員　（年間・1口）1,000円

　　　　　　賛助会員　（年間・1口）10,000円

良友会名義の口座番号

大分銀行　上野支店　「いでぐち良一後援会」良友会　5036576

豊和銀行　上野支店　「いでぐち良一後援会」良友会　1035694

ゆうちょ銀行　「いでぐち良一後援会」良友会　17290-12491381

尚、移転に伴いメールアドレスが変わりました。迷

惑メールを防止するため、メールアドレスの公開は

していません。メルマガを登録して下さった方々へ

は、すでにお知らせしていますが、ご希望の方はお

申し付けください。しばらくの間、ご不自由をおか

けしますがご容赦ください。

事務所住所　〒870-0841 大分市六坊北町4485-5

　　電　話　０９７－５４５－３４５８

　　ＦＡＸ　０９７－５４５－３４７７

「事務所の日」は毎週月・木曜日です。ただ、議

会・委員会や出張などもありますのでお越しの際

は、事前に電話などで確認の上、お出で下さい。

（平成25年４月１日～６月30日）

４月

　　� 4日（木）福祉事業者との懇談

　　� 6日（土）良友会最高幹部会

　　� 8日（月）議会舞鶴会

　　� 9日（火）府内町まちづくりグル―プと懇談

　　10日（水）感性教育学会大分県支部例会

　　11日（木）県会議員への陳情

　　13日（土）ＵＡＺファミリーウオーキング参加

　　17日（水）商業労組会議

　　18日（木）自治体議員フォーラム

　　19日（金）大分県友愛連絡会議会報告会

　　　　　　　大分県友愛連絡会情報交換会

　　21日（日）赤十字ボランティア交流会

　　22日（月）22会月例会

　　　　　　　ＵＡＺ政治活動委員会

　　26日（金）赤十字県支部ボランティア委員会

　　27日（土）連合大分主催「メーデー」

　　28日（日）イノシシ被害状況現地調査

　　　　　　　大分県詩人協会役員会

　　30日（火）行政懇談会

５月

　　� 2日（木）一土こん会例会

　　11日（土）ＵＡＺ政治フォーラム

　　13日（月）ＰＴＡ関係者と懇談

　　　　　　大分製紙労組年次大会（豊前市）

　　16日（木）商業労組会議祝賀会

　　18日（土）グループホーム運営評議会

　　　　　　　ＩＴＣで講演

　　　　　　　良友会事務局会議

　　20日（火）ＵＡＺシニア友の会

　　　　　　　日本感性教育学会大分県支部例会

　　22日（水）ＵＡＺ運営評議会

　　　　　　　ＵＡＺ青年女性委員会スピーチコンテスト

　　23日（木）舞鶴会歓送迎会

　　26日（日）大分県詩人協会総会

　　27日（月）ＵＡＺ政治活動委員会

　　30日（木）別府溝部学園日本語学校で講演

６月

　　� 1日（土）市長後援会ばん友会総会

　　　　　　一土こん会

　　� 2日（日）ＵＡＺ政治集会

　　� 5日（水）ＵＡＺ政治集会

　　� 6日（木）感性教育学会県支部例会

　　16日（日）大分市美術館詫間夢鳳氏展覧会打ち上げ

　　22日（土）旭化成労組清掃ボランティア参加

　　　　　　大分市美術館渡辺恭英氏展覧会作家トーク

後援会などの活動日誌
　　　　　　２２会月例会

　　　　　　ＵＡＺ緊急運営評議会

　　23日（日）詩誌心象合評会

　　30日（日）前大分市消防団長叙勲祝賀会


