第25回参議院議員通常選挙
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日本の明日を切り拓く。
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令和元年7月21日 投開票
林芳正候補が山口県選挙区で当選。比例区では、自民党山口県連

衆議院議員

重点候補の北村経夫候補をはじめ19名が当選を果たしました。

岸 信夫 政治活動ジャーナル

皆様方のご支援をいただき感謝申し上げます。

自民党山口県連政経セミナー（山口）
令和元年10月

自民党山口県連 青年部・青年局 街頭演説（岩国）
令和元年11月

北朝鮮に対し国際社会と連
携して制裁を続けながら、
核・ミ サ イ ル 問 題、拉 致 問
題の解決に向け、全力で取
り組んでまいります。

申し上げますとともに、平素から格別のご支援を賜り
まして衷心より感謝申し上げます。

また、5月には新元号『令和』の幕開けとともに天皇陛下が御即位され、１１月には地元
地方議員連絡協議会に加入された
議員の皆様との勉強会。

支援団体の研修会に、講師として
お招きいただき講演。

『国政報告会・新春の集い』■ 2月29日㈯ 昼 ：平生（平生まち・むら地域交流センター）
各地区日程（予定）

私は、昨年１０月より国会対策筆頭副委員長、議院運営委員会筆頭理事を拝命いたしま
した。
責任の重大さを日々感じながら、
円滑な国会運営に尽力してまいります。
人口減少、少子高齢化、地域活性化の対策として、特に地方では住環境・道路網の整備

3月 1日㈰ 昼 ：熊毛（ゆめプラザ熊毛）

は必要不可欠です。近年激甚化する自然災害に強いまちづくり、住民が安心して暮らせる
ように広域交通の連携強化を図り、
国土強靱化の実現を目指します。

1月26日㈰ 昼 ：周防大島（ホテル＆リゾート サンシャインサザンセト）

■

3月14日㈯ 夜 ：下松（国民宿舎大城）

■

2月 1日㈯ 夜 ：岩国・和木（岩国国際観光ホテル）

■

3月28日㈯ 夜 ： 光 （ホテル松原屋）

■

2月 8日㈯ 昼 ：田 布 施（田布施町商工会館サリジェ）

■

3月29日㈰ 昼 ：上関（上関町総合文化センター）

■

2月15日㈯ 夜 ：柳

井（アニバーサリーステージ ベルゼ） ※詳細の開催日時については、改めてご案内申し上げます。

自民党の党員になって一緒に日本の未来を創りませんか。
党費：一般党員 年額4,000円、家族党員 年額2,000円
詳しくはお近くの岸事務所へお気軽にお問い合わせください
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においても
「天皇陛下御即位奉祝山口県民大会」
が盛大に執り行われました。

■

■

〒740-0017
岩国市今津町 1-10-17
三福ビル 201
TEL：0827-30-7000
FAX：0827-30-7001
iwakuni@kishi-jpn.com

皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び

心よりお見舞い申し上げます。

岸 信夫

●岩国事務所

ご 挨 拶

被害が発生しました。被災された地域の全ての皆様に

衆議院議員

自民党員
募集中

三福ビル 201）0827-30-7000

昨年は、全国各地で記録的な災害に見舞われ甚大な

勉強会を各地で開催
研修会に講師として参加
課題等についてお話しいたしました。

（山口県岩国市今津町 1-10-17

「拉致問題を
風化させない」

講師は竹田恒泰先生。
『令和の時代を迎えて〜変わり
ゆく情勢〜』と題し貴重なご講演をいただきました。

憲法改正をはじめ、国政における喫緊の

■News岸 2020vol.1＜令和2年1月発行＞
■発行／自由民主党山口県第二選挙区支部

〒744-0019
下松市桜町 1-14-1

公式 WEB サイト：http://kishi-jpn.com/

●国会事務所

〒100-8981
東京都千代田区永田町 2-2-1
衆議院第一議員会館1203号室
TEL：03 -3508 -1203
FAX：03-3508 -3237
tokyo@kishi-jpn.com

我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中、新しい時代に即した憲法改正を成
し遂げなければなりません。とりわけ、
①自衛隊の明記 ②緊急事態対応 ③合区解消 ④教
育の充実 は喫緊の課題です。今後は「憲法改正研修会」を各地で開催し、国民一人ひとり
から憲法改正へのご支持を得られるよう憲法論議を積極的に進めていきます。
本年はいよいよ２０２０年東京オリンピックが開催されます。これからも「日本を守
り、未来を拓く。
」ため全力で取り組んでまいります。皆様方のご支援とご協力を賜ります
よう、
心からお願い申し上げます。

東 京 で の 活 動

衆議院安全保障委員会 岩国視察

（令和元年6月27日 安全保障委員長として）
安全保障委員会のメンバーと共に、海上自衛隊、米軍基地、
愛宕スポーツコンプレックス内施設を視察しました。我が
国の安全保障上、重要な役割を果たしている岩国で、日米交
流がさらに深まりつつ
あり、基地との共存が
良い形で進展している
と感じました。

萩生田文部科学大臣

▲

練習船更新と教育充実に向けての集会

商船高等専門学校の
練習船更新と教育充実に向けて

亀岡文部科学副大臣

財務省 太田主計局長

岩屋 毅 防衛大臣 岩国市来訪
（令和元年7月当時）
岩国基地への空母艦載機
移駐後、防衛大臣の早期現
地入りを要請しており、よ
うやく実現しました。移駐
自体は円滑に完了しまし
たが、騒音の増加や時間外
運用等、解決すべき課題は山積みです。地元住民への安
心安全対策を防衛省に要望しました。

周防大島町の椎木町長、大島商船高専の福田校長をはじ
め、地元関係者の皆様が上京。全国の商船高専5校にある
老朽化が進んだ練習船の計画的な代替建造が早期実現す
るよう、萩生田文部科学大臣に要望しました。また、自民
党文部科学部会高等専門学校小委員会における「令和2
年度予算及び令和元年度補正予算における高等専門学校
の機能の高度化等に向けた関係予算の拡充等に関する決
議」について、亀岡文部科学副大臣、太田財務省主計局長
へ申し入れを行いました。
2年後の令和4年は、高専制度創設60周年です。節目を迎
えるにあたり、船舶職員育成のため、教育の高度化に取り
組んでまいります。

光まつり
スローハイキング大会in中宮2019（下松） 第25回コスモスまつり(田布施)

戦艦陸奥殉難将兵慰霊祭(周防大島)

第17回 山口県 バウンドテニス親善大会(光)

岸 信夫 山口政経セミナー（光）

▲岩国基地に係る地域振興
策等の件で、総理と面会。

(令和元年10月5日）

田布施ぼうさいフェスタ2019

下松市米川地区を巡回するコミュニティバスの寄贈式

岩国航空基地自衛隊記念日 記念式典
第1回サン・リフォーム旗争奪
少年ソフトボール大会(岩国)

産経新聞 月刊『正論』編集長 田北真樹子氏を講師に
お迎えし、日米同盟の重要性や憲法改正等についてご
講演いただきました。
大野八幡宮式年大祭(平生)

きつねの嫁入り 70周年
（下松）

コラム

ポート ランドの 思い出

柳井青年会議所 創立６０周年記念式典

▲中華民国（台湾）国慶双十節の
お祝いにて、台湾のテレビ局から
取材を受ける。

▲映画
「くだまつ三姉妹」の東京
上映会、楽屋に激励へ。

こちらもぜひご覧ください。
様々な活動や情報を発信中！

スズラン
智香子夫人を囲む女性の会/各地で開催
の会

光
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岸 信夫の雅号

大学卒業後︑商社に勤務した私は８年目の平成元年︑最初

の海外勤務を命じられました︒勤務地は米国オレゴン州の

ポートランド︒イチローの居たシアトルから南に２８０キ

その頃︑古谷一行や木の実ナナ出演の﹁オレゴンから愛﹂

ロ︑車で３時間弱走ったところにある商業都市です︒

というテレビドラマが放映されていて︑

そのイメージから友人たちからは︑

﹁ずいぶん田舎町に行くんだね﹂と言わ

万人 ︒グ レ ー タ ー ポ ー ト ラ ン ドと

40

れたものですが︑当時ポートランドの人

口

呼ばれる周辺の経済地域をあわせると

ポートランドの思い出を話せば尽き

１ ０ ０万人の中堅都市です︒

ませんが︑何より一番は２人の子供達を

授かったことです︒異国の地での出産で大変な不安の中︑家

５年間の駐在のうち４年を過ごした家は︑ポートランド

内が頑張ってくれました︒

の隣町レイクオスウェゴという町にありました︒今考える

と贅沢なくらい広い家でした︒隣人にも恵まれて︑週末は家

の前に出てきてキャッチボールしたりバーベキューした

そばにはプロバスケットボールのポート

り︒家内を残してゴルフに行ったりしているとよく叱られ

たものです︒
ラ ン ド・ ト レ イ ル ブ レ イ ザ ー ズ の ス ー

パースター︑クライド・ドレクスラーも住

んでいて︑道で出会うと気さくに子供達

と写真に収まってくれました︒

日本に戻って来てから︑早いもので

年が経ちました︒会社を辞めて議員生活

となってからは︑ポートランドを訪れるチャンスも全く無

くなってしまいましたが︑アメリカ人の友人とは今でも連

絡を取りあったりしています︒

最近では全米で最も住みたい町にランキングされ︑

ファッションやライフスタイルなど︑日本でもポートラン

ドの話題を耳にすることが多くなり︑懐かしさも増して︑ま

た戻ってみたくなります︒﹁住んでいた

家や街並みはどうなったんだろう？﹂

とパソコンを開いて地図アプリを立ち

上げてみると︑家の壁がピンク ！( に)
塗られていたり︑売りに出されていた

こうして以前住んでいた町の今の様

り︑びっくりすることもありました︒

子に触れ︑
想いを巡らすのも楽しいもの

です︒

25

麻郷納涼盆踊り大会(田布施)

▲山口県国際バルク戦略港湾連携
協議会の皆様から徳山下松港・宇部
港の整備促進についての要望。

