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新しいリーダーで Change 新しい防府！！！ 

2010年 4月 30日 

 

 いよいよ投票日まで最後の１か月となりました。 

これまでの後援会活動を通じて集まってきてくれた若者たちがステキなプレゼントをくれました。 

「 新しいリーダーで Change 新しい防府 」というステキなスローガンです。 

防府再起動のため、活性化のため、このスローガンのもと最終コーナーを全力で走りきります。 

さらなるご支援の輪を広げて下さい。 

 

ステキなプレゼント 

2010年 4月 29日 

 

 

３月に卒園した園児から心のこもった贈り物をいただきました。 

  

こういうホッとできる絵はとても心を和ませてくれます。 

  

この子たちが大きくなったときに、安心して過ごせる防府市に・・・と、よりいっそう引き締まる思いがしました。 
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男前！！！！ 

2010年 4月 28日 

 

  

キリッと散髪をして、ミニ集会に行きました。 

  

今の防府の現状と、市政のあり方について思い切って自分の考えを述べました。 

この度の防府市長選挙は、真のリーダーシップ、真のふるさと愛について問われることをお話しすると、参加され

た多くの方に共感をいただきました。 

 

若さで頑張って！！！ 

2010年 4月 27日 

 

  

  

老人クラブにお邪魔しました。 

お昼ご飯とおぜんざいを頂き、とても美味しかったです。 

「これからの防府は、若さでがんばってね！」と励ましの言葉をかけていただきました。 
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アットホーム 

2010年 4月 26日 

 

  

昨日に引き続き春らしい陽気でした。 

  

お昼前、子育て中のお母さん方とのミニ集会でした。 

パン作りのお仲間ということで、明るい話題に花が咲きました。 

具体的な少子化対策を進めていく必要性があることを強く感じました。 

  

話に花が咲きすぎて、ランチをとる時間がなかったのですが、ランチ用に手作りサンドウィッチを頂戴し、車の中

で食べながら無事に食べることができました。 

とても美味しかったです(^_-)-☆ 

  

  

I can play Soccer!! 

2010年 4月 25日 

 

何年ぶりでしょうか、サッカーボールをさわったのは・・・ 

  

若い方たちのフットサルのチームに飛び入りで出場しました。 

チーム名は「チームのりあき」、相手チームの配慮もあって１ー０で見事に勝利しました。 

若い方たちにも魅力ある防府市にしていきたいと一層強く思いました。 

  

良い汗に感謝！！ 
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屋根よりた～か～い 

2010年 4月 24日 

 

  

防府南ロータリークラブのメンバーと華の浦学園を訪問しました。 

私もかつて同じ山口県社会福祉事業団の山口県みほり学園に勤めていたこともあり、古巣に戻ったような感覚

でした。 

春の園庭で車いすを押したり、子どもたちとお話をしたりして一時を過ごすことができました。 

  

こいのぼりの泳いでいる姿と子どもたちの笑顔が印象的でした。 

 

子どもたちの笑顔 

2010年 4月 23日 

 

  

今日は、４月生まれの子どもたちのお誕生日会がきんこう保育園でありました。 

  

保護者の方にお祝いの歌を歌ってもらったりしながらのとても楽しい会でした。 

  

子どもたちの笑顔に出会え、心がホッとする一時でした。 

  

これからもこの子どもたちの弾けんばかりの笑顔を守っていきたいと思います！！ 
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ひざをつきあわせて 

2010年 4月 22日 

 

  

朝から雨が降る１日でした。 

そんな中、今日もいろんな方々とお話しする機会をいただきました。 

  

介護に献身的に関わっておられる方から、今後の福祉サービスについて教えていただきました。 

一人ひとりが少しずつ関わっていくことで、福祉の姿も変わっていくと思いました。 

  

早朝より 

2010年 4月 21日 

 

  

  

早朝より右田の災害復旧の現場にお伺いしました。その途中木々の新しい芽が輝きだしていたので、パチリ。 

  

早く被災地も復興することを心より願いました。 
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乾杯 

2010年 4月 20日 

 

  

４月１０日、天神ピアで行われた「スプリング プチ コンサート Part３」の時のことです。 

私が「乾杯」をピアノで弾き語りしたあと、若い女性からプレゼントされたのがこの絵です。 

のりあき事務所には、大きく拡大して掲示してあります。 

  

是非見に来て下さい！！！！！ 
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ガンバレ～～～～コール 

2010年 4月 19日 

 

  

雨にもかかわらず多くの方に集まっていただいた地元でのミニ集会でした。 

ふるさとへの思いに耳を傾けてくださり、その真剣な眼差しに私自身が感動を覚えました。 

幼いときから見守ってくださった方々、共にふるさとを駆け回った友人、PTAで支えてくださった方、子育て中の

方もお子さまを連れて参加して下さいました。 

力の限り思いを伝えることができました。 

最後にガンバローコールをしていただいたのですが、「シマタノリアキ、ガンバレー」コールになった時には、その

方の熱気が伝わり会場が一つになったと思えたのでした。 

  

明日もガンバレー！！！！ 

 

シャクナゲに囲まれて 

2010年 4月 18日 

 

  

宇佐八幡宮に参拝したあと、多くの方々にご挨拶をさせていただきました。 

  

美しい景色にうっとりとして見入っていました。 

  

防府にはステキなところがたくさんありますね。 
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春の陽射しをあびて 

2010年 4月 17日 

 

  

春らしい陽射しをあびて、後援会の挨拶回りにお伺いしました。 

  

チューリップ・パンジー・芝桜などが咲き乱れ、ステキな風景の大道でした。 

  

会話の中では、田植えの準備のお話もあり、いよいよ季節が動き出す感じを覚えました。  

 

日本保育協会山口県支部総会 

2010年 4月 16日 

 

日本保育協会山口県支部の総会がありました。 

この総会で長年勤めていた支部長を辞任し、後任は湯田保育所宮原園長先生にお願いすることになりました。 

  

思えば、当時の厚生省に陳情に行ったり、厚労省になってからは、多くの国会議員や全国の参加者の前で予算

要求の発言をしたことが懐かしく思われます。衆議院、参議院会館を走り回り、子どもたちの育ちを懸命に守ろう

としたことも今の自分に繋がっていると思います。 

これからは、この経験を次のステージに活かせるよう後援会活動を力の限り行っていきます。 

 育てていただいた協会や仲間に感謝です。 
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「期待してるよ！！！」 

2010年 4月 15日 

  

 

「期待してるよ！！」と、挨拶回りであたたかいお言葉をいただきました。 

声援に励まされての毎日です。 

  

夕方からはミニ集会でした。 

多くの方が集まっていただいたこと、心より感謝申し上げます。 

  

明日も、朝早くから夜遅くまで・・・ガンバルゾ～(^O^)／ 

   

お世話になった方々と共に… 

2010年 4月 14日 

 

朝礼、ミニ集会、昼礼、ミニ集会、挨拶回りの１日でした。 

  

夜は、お世話になった方々と共に政策の勉強会をしました。 

防府の土地下落率のことや、雇用の厳しさについてご指摘がありました。 

貴重なご意見を参考にして、防府のまちづくりを考えていきます。 

ありがとうございました。 
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小さな手と握手 

2010年 4月 13日 

                 

勝間保育園にご訪問しました。 

あまりにもかわいかったので小さなおててと握手してしまいました。保育園はやはりいいですね、ホッとします。 

  

夜のミニ集会では、ありあまる激励をいただき思わず涙がこぼれそうでした。 

明日の防府を心に描いて、さらに一歩前に歩いて行きます。 

  

 

  

小野地区にご挨拶にお伺いしました時にステキな桜を見つけました。（りつこ） 

 

目線 

2010年 4月 12日 

       

  

 今日も「目線」の大事さを実感しました。 

上から目線の政治ではなく、生活の現場から、また若い介護職の方の目線は、とても貴重な参考意見でした。 

これからの防府のまちをデザインすることからも、「目線」の位置を大切に考えていきたいと思います。 

  

http://www.shimata-noriaki.jp/blog/2010/04/000106.html
http://www.shimata-noriaki.jp/blog/2010/04/000105.html
http://www.shimata-noriaki.jp/blog/2010041315010000.jpg
http://www.shimata-noriaki.jp/blog/P4120473.JPG


ガーデンパーティ 

2010年 4月 11日 

    

  

港町会館のガーデンパーティに参加しました。 

月一回、参加料１００円で地区の方々がホームパーティの様に過ごされるそうです。 

地域の中に心温まるホッとできる場所があることは、これからの地域自治体のモデルになるのではと思いまし

た。 

  

夜は、政策発表のミニ集会を開催していただきました。 

天満宮や商店街の活性化や、百条委員会のことについて質問が飛び交いました。 

地産地消や教育日本一を目指すまちづくり宣言を訴える私としては、強い関心を持ってご意見を承りました。 

ありがとうございました。 

 

ロックと選挙 

2010年 4月 10日 

        

      

ご挨拶に伺ったあと、夜は天神ピアで「スプリング プチ コンサート Part3」が開催されました。 

「RICH MILK PUDDING」さんの熱い思いのこもったロックの演奏でした。 

特に防府に思いを寄せた「WELLCOME TO THE HOFU CITY」の曲は最高でした！！！！ 

  

次回 Part４は、５月８日（土） １９時～ 同じく天神ピアで、４つのグループとともに開催する予定です。 

ふるってご参加ください。一緒にステキな夜を過ごしましょう。 

  

  

http://www.shimata-noriaki.jp/blog/2010/04/000104.html
http://www.shimata-noriaki.jp/blog/2010/04/000103.html
http://www.shimata-noriaki.jp/blog/P4110454.JPG
http://www.shimata-noriaki.jp/blog/CIMG0335.JPG


入学式と倉庫でのミニ集会 

2010年 4月 9日 

    

  

中関小学校入学式に教育後援会長として出席しました。 

新一年生の子どもたちや保護者の方々の希望にあふれた姿に感動しました。 

何よりも私自身が関わった子どもたちですので、これからの成長を心から念じております。 

  

夜は、ステキな倉庫でのミニ集会でした。 

身近な距離でのスピーチでしたので、思いがひとつになれたように感じました。 

  

明日もガンバルゾ(^o^)／  

 

恩師のお宅でミニ集会 

2010年 4月 8日 

 

  

お嬢様の素敵な打ち掛けの飾ってあるお部屋でミニ集会をさせていただきました。 

  

小学校ＰＴＡ連合会会長当時の校長先生もおいで下さり、「おかげさま」を心に感じながらのミニ集会でした。 

  

ステキな空間を用意して下さり感謝申し上げます。 
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息吹 

2010年 4月 7日 

 

  

 佐波ｌ公民館で行われた安藤・伊藤･原田市議の「息吹市政報告会」に出席しました。 

防府市政の説明を 3人の議員がされた後、参加者から活発な意見が飛び交っていました。 

  

防府の予算･財政状況・条例に関することや、今話題になっている百条委員会についてもつっこんだ質問があり

ました。 

  

市民の方々と直接切磋琢磨することで、より良い防府になっていくことが実感できました。 

 

地元でミニ集会 

2010年 4月 6日 

  

 

  

地元南山手で思いを語るチャンスを頂きました。 

自分でも熱が入りすぎたような気がいたしましたが、皆さま方の篤い期待に胸が押しつぶされそうでした。 

  

新たなエネルギーを頂き、明日からも 

ガンバルゾー!!!!! 

  

  

http://www.shimata-noriaki.jp/blog/2010/04/000100.html
http://www.shimata-noriaki.jp/blog/2010/04/000099.html
http://www.shimata-noriaki.jp/blog/P4070406.JPG
http://www.shimata-noriaki.jp/blog/P4060395.JPG


朝のご挨拶はじめました！！！ 

2010年 4月 5日 

 

  

今日から朝のご挨拶を始めました。 

  

早速気がついて手を振って下さった方本当にありがとうございます。 

  

これからもいろいろなところでご挨拶させて頂きたいと思います。 

  

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

春のつどい「子供の声なき声を聞きつづけて」 

2010年 4月 4日 
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「教育講演会春のつどい実行委員会」に参加させていただきました。奈良県立障害児教育センター所長などを

歴任され、「いいんですか車椅子の花嫁でも」「お母さん、ぼくが生まれてごめんなさい」の著者でもある向野幾

世先生の講演がありました。 

寄り添うことの大事さやその立場になって初めてわかることなど、豊富なご経験から、しかもユーモアを交えての

素敵なお話でした。 

いかなる状況にあっても夢があり希望があることは、人生において大事なこととあらためて学ぶことができました。

これはこれからのまちづくり、防府においてもキーポイントだと思います。 

120人のほぼ女性の方々も感動されていたと思います。 

向野先生ご遠路ありがとうございました。 

 

桜が満開でした 

2010年 4月 3日 

  

  

錦江保育園の入園式。 

幼児の保育や教育について保護者の方に方針をしっかり説明しました。 

昼からは「島田のりあきの新緑宣言!!」があり、同級生の鈴木(堀田）眞理さんが東京から駆けつけてくれ、講演し

てくれました。 

私が所属している防府グリークラブの賛助出演もあり、最後は全員で「この広い野原いっぱい」を歌って楽しい一

時となりました。 
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新年度が始まりました！！！ 

2010年 4月 2日 

  

 

  

朝から大道をご挨拶に回り、その後妙蓮寺保育園の入園式にお邪魔いたしました。 

会場はステキに飾り付けられ、可愛らしいお子さまと保護者の方々をお迎えされていました。 

若い子育て世代が少しでも暮らしやすくなるように、「くらし一番。」宣言!!についてお話をさせていただきました。 

ご入園･ご進級おめでとうございました。 

  

「くらし一番。」宣言!!・・・完成 ＼(^o^)／ 

2010年 4月 1日 

  

  

 私の防府への思いをまとめた「くらし一番。」宣言!!をホームページに掲載しました。 

ご入用のかたは、島田のりあき後援会事務所まで、ご連絡ください。 

  

ホームページトップ画面左にあります「心も物もほうふな防府づくり」をクリックしてください。詳しい内容がご覧い

ただけます。 

今日は松崎地区の方々にご挨拶をさせていただきました。 

古くからの街並みに歴史と文化の薫りが漂い、雨上がりということもあり一層風情を感じることができました。 
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