ち﹂を主要事業の一つ
かれた︒

が特別ゲストとして招

躍する石榑恵美子さん

る苦労を述べた︒また

議士を内助の功で支え

難しい職務に尽くす代

いきたい﹂などと語

街づくりに力を入れて

育︑次の世代につなぐ

える施策を展開してい

きやすい社会環境を整

受け入れなど女性の働

生までの児童の放課後

病後児保育︑小学６年

園の延長保育︑病児・

の設置をはじめ︑保育

市子育て相談センター

を整備するための羽島

合的な子育て支援体制

た︒

ください﹂と挨拶し

ゆっくりとお話をして

長やゲストの方たちと

て︒この機会に松井市

女性の集まりは初め

女性部長が﹁こうした

を代表して瀬古まゆみ

冒頭︑創清会女性部

関心を呼んだ︒

事ぶりを紹介︑会場の

席・挨拶など秘書の仕

員に代わっての会議出

整や公務を優先する議

を支えるため︑日程調

石榑さんは多忙な議員

得た︒

した女性たちの共感を

い﹂と呼び掛け︑参加

ればお聞かせくださ

い︑よいアイデアがあ

くつろいで英気を養

り︑参加者に﹁大いに

年度は総

に挙げて取り組んでい

い年代の女性１５０人
る︒

るが︑平成

が参加︑アフタヌーン
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創清会主催の松井聡
ティーを楽しみながら

初のティーパーティー

羽島市長を応援する
松井市長を囲んで和や

松井市長と懇親

﹁女性のつどいティー

は衆院３区選出の武藤

ティーパーティーで

た役所︑２代続けての

省は父嘉文が大臣をし

﹁副大臣を務める経産

ゲストの武藤夫人は

ってはＤＶ︵家庭内暴

のアイデア︒場合によ

﹃羽っぴい﹄は市職員

したセンター名称の

の充実と思う︒新発足

﹁子育て支援は県内一

を兼ねて挨拶に立ち︑

松井市長は市政報告

ドが駆け付け︑スイー

で結成する税理士バン

場では市内の税理士ら

親しく話し合った︒会

をまわって女性たちと

武藤夫人が全テーブル

ムに移り︑松井市長と

この後︑ティータイ

演奏してムードを盛り

ご縁︒内閣府のほうは

上げた︒

福島復興を担当︑週１

職員も配置した︒次代

容治経済産業・内閣府

を担う子どもたちの教

楽しいバスツアーを目

副大臣を家庭から支え

す︒一刻も早い復興を

指す︒また︑女性の方

女性の地位向上や働

と頑張っています﹂と

台を連ねて伊勢神宮

５３０人の会員がバス

のホテルコーヨーで開

元選出の大野泰正参議

部︑職域部など各支部

トメモリーなど５曲を
院議員の秘書として活

は総会準備として名簿

力︶に対応できる専任

﹁健やかな子育てを支

強化とそれによるいっ

回は現地に入っていま

援〜次世代を育むま

そうの団結を図ってい

る武藤眞砂美夫人︑地

松井聡羽島市長の後

の整理︑拡充などに努

き方改革が関心を集め

援会・創清会︵豊島信

くことを確認した︒

かね︑二見ケ浦まで足

にその年のお礼参りを

もらおう

たちに市政に親しんで

アーを今年も実施︑日

に行った日帰りバスツ

の後援会総会と昨年末

２時から不

︵土︶午後

６ 月

会総会﹂は

年度創清

月１日︵土︶

一方︑日帰りバスツ

の親ぼく︑交流を目的

まっていないが︑会員

車両規模などはまだ決

行き先︑

今年の

しんだ︒

勢路を楽

初冬の伊

を延ばし

も催しを充実していく

強く︑会として今後と

は松井市政の推進に心

だった︒女性陣の結集

の女性が参加︑大好評

開催された︒１５０人

日にホテルコーヨーで

パーティー﹂が４月８

と︑初の

める︒

程を決めた︒松井市政

二羽島文化
アーは

それによると﹁平成

２期目の中間年に当た

センターみのぎくホー

に実施する予定︒昨年

12

23

﹁女性のつどいティー

る本年度は︑﹁未来を

ルで開催する︒後援会

創清会員は団結︑結集を

創る羽島市づくり﹂へ

を構成する地域支部は

方針でいる︒

日

向けて後援会活動に弾

に内容を十分に検討︑

総 会 は６月 日︵土︶
バス旅行は 月１日︵土︶

みをつけるべく︑こう

の第１回は市内外から

年度

13
じめ︑女性部︑青年

23

30

た役員会で平成

征会長︶は先ごろ開い

る中で︑松井市長は

特別ゲストやバンド演奏

パーティー﹂が４月８
かに懇談した︒

30

日午後︑羽島市福寿町

羽島市
江吉良町719-1

した行事を通じて組織

（裏面はインタビューとティーパーティーのミニグラフ）

創清会事務局

30

−
12

紅い気炎
創清会女性部
かれ︑市内外から幅広

創清会初のティーパーティーに150人がつどい、松井市長を
囲んで楽しく懇談する＝羽島市福寿町のホテルコーヨー
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年度も

はしま﹂の実現

﹁心安らぐ幸せ実感
整備だったが︑ようや

中学校だけが武道場未

﹁市内中学校で竹鼻
﹁妊娠期から出産・

手厚くされましたが︒

│子育て支援事業が

充実した事業を展開す

に向けて平成
は工事に着工︑来年３

く道筋がつき︑７月に

少︑少子高齢化が進む

事業の展開は︑人口減

ない支援と健幸づくり

子育て期への切れ目の

都市

る松井市長に︑今年も
│小学校での英語授
社会においては︑教育

月に完成の予定です﹂
業がスタートします

│産後ケア事業はそ

野だと考えます﹂

を含めて最も重要な分

﹁今年から小学３︑

が︒

力を入れる教育︑子育
てについて聞いた︒
│教育政策について
﹁少子化が進む中

のお考えは︒
４年生は外国語活動

かい教育環境を整備

ひとりに応じたきめ細

づくりと児童生徒一人

産み︑育てられる環境

でスリランカのホスト

年の東京オリンピック

方で︑羽島市は平成

します︒スリランカの

語指導助手を１人増員

ト︑これに合わせて英

外国語の授業がスター

括支援センターを開

す︒また子育て世代包

め細かな支援を行いま

供︑心身のケアや授

泊して休養の機会を提

子を対象に助産院に宿

﹁退院後間もない母

りのご婦人たち︒ホテ

いママさんからお年寄

援する女性応援団の若

松井市長を激励・応

った︒

藤さんと和やかに語ら

松井市長︑ゲストの武

ら︑テーブルをまわる

いしくいただきなが

ホテル特製の「黒ゴマロール・イチゴの
ケーキ」
とフリードリンクのジュース

ル特製のスイーツをお

ティーパーティー
ミニグラフ
全テーブルをまわって懇親する松井市
長とゲストの武藤さん
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ポーズ」

松井市長と記念写真で
「ハイ

ティーパーティーを盛り上げた税理士バンドの演奏

で︑子どもを安心して

し︑﹃羽島市に生まれ

タウンになっていま

の一つですね︒

て良かった︒羽島市に

設︑母子保健と子育て

が︑小学５︑６年生は

住んでみたい﹄といわ

す︒英語とともに同国

た﹂

乳︑乳児の世話などき

れる街づくりをするこ

支援を一体的に展開す

│本年度の具体的な

とが重要です﹂

す﹂

る体制をつくりまし

心安らぐ街づくりへ全力
の文化にも触れていた

羽島市議会で本年度の市政方針に
ついて所信を述べる松井市長

30

松井聡市長インタビュー
だけるのではと思いま

「教育･子育て」手厚く

事業は︒

20
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