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コーヒーごちそうさまでした 

2010年 3月 31日 

 

  

防府高校昭和 41年 3月卒業の先輩方の同窓会に参加させて頂きました。 

ありがたいことに、私の政策をお話しする機会を頂戴し、 

さらに、ふるさと防府について先輩の皆さまの篤い思いに胸が熱くなりました。 

  

貴重なご示唆、ご助言に感謝です。 

コーヒーごちそうさまでした。 

 

膝を交えて 

2010年 3月 30日 

           

 ミニ集会が始まる前にも防府のまちについてご質問を受けました。 

 膝を交えてのお話もなかなかいいものでした。 

  

その後、遅くなったのですが、幼稚園の送別会に参加しました。 

  

私のイメージカラーのオレンジ色の花束を激励に頂戴し、最後には退職する先生とともに集合写真を撮りまし

た。 

  

ステキな笑顔でしょ！？ 
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送別会 

2010年 3月 29日 

 

  

きんこう保育園職員の送別会でした。 

  

子どもたちを守り育ててくれた先生たちに 

  

感謝です。 

 

教育日本一を目指すまちづくり 

2010年 3月 28日 

 

  

 防府天満宮で、娘の依里子が保育士時代に担任させていただいたご家族に偶然お会いしました。 

  

学問の神様天神様のまちですから、教育日本一のまちづくりを目指します。 

  

夜のミニ集会では誕生日のお祝いの花束を頂きました。 

超感激！！！ 
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花の会にて 

2010年 3月 27日 

 

 花の会にてご挨拶をさせていただきました。 

500人の女性の方々にお集まりいただき、私の政策の一端を述べさせていただきました。 

次の集会に向けて途中退席させていただきましたが、「のりちゃん頑張って～！」の黄色い声援を受けて会場を

後にしました。 

新たな勇気とパワーをもらって、今日一日の後援会活動 午後 9時 6分無事終了しました。 

 

スプリング プチ コンサート Part2 

2010年 3月 26日 

                    

  

パート２は合唱でつづる夕べでした。なかには赤ちゃんを抱いて参加して下さった方もいらっしゃり、次の世代へ

誇りをもって渡せる防府市にしたいと改めて思いました。 

  

  

参加して下さった皆さま方、本当にありがとうございました。ホッとできる一時に感謝いたします。 

  

次回 Part3は、４月１０日（土） １９時～ 天神ピアです！！ 
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久しぶりの夕焼け 

2010年 3月 25日 

 

  

久しぶりの良いお天気になりました。 

夕焼けを見ながらご挨拶にお伺いしました。 

今日はとてもすがすがしい気分です。 

  

明日は、天神ピアで午後７時から『 スプリング プチ コンサート Ｐａｒｔ２ 』があります。 

帰ったら、ピアノ弾き語りの練習をしなくっちゃ！！ 

 

あ～した天気になぁ～れ♪♪ 

2010年 3月 24日 

 

  

  

雨にもマケズ、ミニ集会の合間に後援会入会のお礼にお伺いしました。 

  

あ～した天気になぁ～れ♪♪ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shimata-noriaki.jp/blog/2010/03/000085.html
http://www.shimata-noriaki.jp/blog/2010/03/000084.html
http://www.shimata-noriaki.jp/blog/images/2010/nannbannhi2.JPG
http://www.shimata-noriaki.jp/blog/P3240197.JPG


「くらし一番。」宣言！！記者会見 

2010年 3月 23日 

  

 

  

記者クラブにて市長選の政策発表をしました。後援会長の稲田恵一君同席のもと、一時間を超えて熱弁をふる

わせて頂きました。 

  

記者の方々からありがたいご質問を頂戴し、私の政策にも一層幅がでてきたように思います。 

「くらし一番。」宣言！！めざして頑張ります。 

＊昨日の政策発表会の人数の訂正です。実は・・・ 

  

３００人でした！！！！！感謝、感謝。 

  

政策発表会 

2010年 3月 22日 

 

夕方 4時から政策の発表会をしました。200人の予定でしたが、250人を超える方がご来場いただき担当スタッ

フも大慌てでした。 

私にとっては待ちに待った日です。1月 20日の記者会見以来ミニ集会や後援会などでお聞きした皆さまの防府

への思いをまとめたものです。保育園・幼稚園にいる第 2子以降の保育料無料化や、学問の神様である防府天

満宮があることから、「教育日本一」を目指すまちづくりの提案などをしました。近いうちにホームページでもご覧

になれるようにいたしますので乞うご期待・・・！！ 

なお、これからもミニ集会を続けていきます。新たな政策がでればどんどん膨らませていきます。ご意見お願いし

ます。 
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朝刊のはずが・・・ 

2010年 3月 21日 

 

  

朝の 6時過ぎから後援会活動でした。 

幼稚園の卒園式の後、お昼からは富海の円通寺さまの彼岸会法要の講師としてお話をさせていただきました。 

入院している母に朝刊を届けるのが私の日課ですが、今日は夕刊（夕方）になってしまいました。もうじき退院で

きるようなので少し安心しています。  

 

卒園式と誕生日。今日から 55歳！ 5月の選挙まで Go55で頑張るぞ☆ 

2010年 3月 20日 

  

  

錦江保育園の卒園式でした。感動的な式の後、園庭で卒園児を見送りました。その時の事です。卒園の子ども

たちが突然ハッピィーバースデイの歌を歌ってくれ、誕生カードとお花をプレゼントしてくれました。嬉しさに涙が

こみ上げ素晴らしい卒園式と誕生日となりました。 

  

ミニ集会を終えて 8時過ぎに事務所に戻ると、よつ葉会のみんなとのりあき事務所のみんなが私の５５歳の誕生

日を祝ってくれました。サプライズの演出だっただけに記憶に残る誕生日になりました。あわせて結婚 30年のお

祝いもしていただき本当にありがとうございました。 
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ぼくの一日 

2010年 3月 19日 

 

  

中関小学校卒業式に教育後援会長として出席しました。 

最後に卒業生が「仰げば尊し」を歌った時には、感動で涙が出ました。 

やはり、卒業式にはこの歌がぴったりのような気がします。中学校でも大きくはばたいてくれるよう念じています。 

  

昼からは、前からお約束していた大道公民館の高齢者教室に、講師としてお話をさせていただきました。「生き

がい」というテーマで、自分を育てて頂いた方々を中心に、途中「千の風になって」を歌いながら、ありがたいひと

時を過ごさせていただきました。ご静聴に感謝です。 

 

大先輩 

2010年 3月 18日 

 

  

  

大先輩から後輩までが私の市政への思いを伝える機会を作って下さいました。 

たくさんの激励をいただき、後援会活動にもより一層弾みがつきました。 

かきもち 

2010年 3月 17日 

 

  

ミニ集会の合間にかきもちをいただきました。 これこそ、スローフードの原点。 

私のばあちゃんがよく焼いて食べさせてくれていたのを思い出しました。 

おいしかったです。 
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雨あがりの朝 

2010年 3月 16日 

 

  

雨あがりの朝、さわやかな空気の中で私の思いをお伝えしに参りました。 

昼からは保育園の卒園式の予行練習。 

思い出をたくさんくれた子どもたち、ステキな卒園式にしたいと思います。 

 

雨の中のミニ集会、感謝します 

2010年 3月 15日 

 

  

久しぶりに早く 8時前に家に帰りました。 

今日も自分の生きてきた経験と防府に対する思いや政策を、しっかりお伝えする機会を頂戴しました。 

ふるさと防府への思いを伝え中 ・・・ 

2010年 3月 14日 

 

挨拶回りとミニ集会の一日でした。 

自分のふるさと防府への思い、合併することなく防府を活性化することへの思い、心

を込めて一生懸命皆さまへお伝えしております。 

ミニ集会ご希望の方がいらっしゃいましたら、事務所までお気軽にお電話下さい。 
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絆とつながり 

2010年 3月 13日 

    

  

三世代交流事業にお邪魔しました。 

ペタンクの競技を拝見しながらご挨拶をさせていただきました。 

北欧民主主義を学びに行った時に、街角の公園でペタンクをしている姿と重なり、世代を超えて楽しめる競技の

良さを思い出しました。 

夜はよつ葉会主催の岡村精二先生の講演会でした。親子の絆、つながりの大事さを確認できた素晴らしいひと

ときでした。 

 

あんた元気やねぇ！！ 

2010年 3月 12日 

 

  

防府南ロータリークラブの 40周年もあり、今日も盛りだくさんな一日でした。 

久しぶりにお会いした方から「あんた元気やねぇ」とお誉めの言葉をいただきました。 

さらに前へ進んで行こうと思います。 

支援の輪を広げて下さい。 
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雪景色 

2010年 3月 11日 

  

  

雪景色の中、後援会の訪問活動を続けています。 

今日はとってもよく歩いた一日でした。 

充実！！ 

  

たまげるような大雪 

2010年 3月 10日 

    

  

たまげるような大雪でしたね。 

にもかかわらず、熱心な防府への思いを聞かせていただき胸が熱くなりました。 

寒さを吹き飛ばすミニ集会でした。 
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ふるさとを歌いました 

2010年 3月 9日 

 

  

ミニ集会の終わりに、みんなでふるさとを歌いました。 

中学校の時の音楽の先生の伴奏で、とても和やかな集いになりました。 

今日も感謝の一日です。 

 

ステキな質問に感謝！！ 

2010年 3月 8日 

 

  

  

朝礼、母親塾、ミニ集会、後援会のお願いに歩いた一日でした。 

その中で、「家族の関係は政治に関わる人には大事なことだと思いますが、あなたのご家族はいかがでしょう

か。」とお尋ねがありました。 

今までのミニ集会ではなかったご質問でしたが、改めて原点を教えていただいたように思い、自分なりの家族の

絆についてお話をさせていただきました。 

ステキな質問に感謝です。 
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安心して住めるまちに！ 

2010年 3月 7日 

 

  

「安心して住めるまちにしてほしい」 

大雨や台風の時など、大水の不安をお聞きしました。 

地元に行ってこそ、その気持ちが実感できました。 

 

『スプリング プチ コンサート Part1』を開催 

2010年 3月 6日 

  

  

天神ピアで『スプリング プチ コンサート Part1』が開催されました。 

ギターあり、バイオリンあり、歌ありの和やかで楽しい会でした。 

島田のりあきも初めてのピアノで弾き語りとお話をさせていただきました。 

たくさん来ていただいて、感動でした。 

 

新しい時代 

2010年 3月 5日 

 

  

「新しい時代」について考えを述べさせていただきました。 

質疑応答の中で守るものと育てるものを大事にし、変えていくことの勇気を

学びました。 

  

参加していただいてありがとうございました。 
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富海のまちづくり 

2010年 3月 4日 

 

  

富海のまちづくりについて、貴重なご意見を伺いました。 

地元ならではの要望や意見がたくさん出ました。 

豊富な海と山の財産を大切にしたいと思いました。 

 

ひなまつり集会 

2010年 3月 3日 

 

  

ひな祭り集会にお伺いしました。 

ご挨拶の後に、「うれしいひな祭り」を歌わせていただきました。 

たくさんの拍手をいただき、ありがとうございました。 

 

みんな仲良く！ 

2010年 3月 2日 

 

 

いろいろなお話をお伺いした後で、みんなで写真を撮りました。 

少し笑顔が固かったなと本人は思っています。 

  

貴重なご意見感謝です。 

 

 

http://www.shimata-noriaki.jp/blog/2010/03/000063.html
http://www.shimata-noriaki.jp/blog/2010/03/000062.html
http://www.shimata-noriaki.jp/blog/2010/03/000061.html
http://www.shimata-noriaki.jp/blog/images/2010/tonomi2.JPG
http://www.shimata-noriaki.jp/blog/images/2010/syouzennzi.JPG
http://www.shimata-noriaki.jp/blog/images/2010/sinndenn4.JPG


畑でご挨拶 

2010年 3月 1日 

 

  

  

ビニールハウスで作業していた方々にご挨拶させていただきました。 

「頑張ってね」と温かい励ましのお言葉をいただきました。 
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