後援会より一言
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心ひとつに。
わが下関校下では、去る10月28日
（土）
に渡辺守人県

私共、野村地区は従前より故渡辺辰男県議・渡辺守

議との意見交換会が開催され、活発な討論が交わされ
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ました。その席上、不肖、私が下関校下後援会長に就任
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投票日が4月8日
（日）
に決まりましたので、
当後援会といた

援会会員の拡大、青年部・婦人部の充実により、後援会

しましても、気持ちを引き締め、選挙に向けて支援の輪を

活動を拡大・推進してまいりたいと考えております。

広げるべく全力を尽くしてがんばる所存でございます。

渡辺県議の日頃のご活躍は、
新聞・テレビ・守政会だよ

私が言うまでもなく、特に国宝瑞龍寺を核とした下関

り等で皆様ご承知の通り、経営感覚に裏打ちされたバラ

校下の活性化には、渡辺県議の政治力が必要不可欠

ンスに優れ、緻密でそして真摯な政治家として益々成長

です。ぜひとも、
優秀な成績での再選を果たしていただき、

が期待される人物であると確信いたしております。

ふるさと高岡の発展のために力を尽くしていただかなく

4月の県議選は定数1名減で実施が決まっており、大
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私も全力を挙げて応援いたしますことをお誓い申し上

会員が一丸となってご支援申し上げ、
県はもとより高岡市

げますとともに、皆さま方のさらなる、不断のご支援を心よ

発展のため再び県政壇上へお送りいたす決意です。

りよろしくお願いいたします。
下関校下 渡辺守人後援会長

伊藤 晃三

久しく平米地区には県議の先生がおられず、高岡市や校下地域にお
ける山積する諸問題の解決策や、改善点についての県への陳情要望
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てはなりません。

変な激戦が予想されます。校下企業の有志方・後援会

浅井 憲次郎

平成18年8月7日
（月）、高岡テクノドームでわたなべ守
人後援会支部長・幹事長会議が行われました。

等（最近は石井県知事のタウンミーティングが開催され、大変助かってお

その折、増岡守政会会長より、ぜひ西条校下に後援

りますが…）について地元として、
とても困っておりましたが、来年4月の

会を立ち上げてほしいとの要請があり、地区有志の方々

県議選を控え、当地区において、同じ高陵中学校下の住民の代表として、

と相談し、
10月22日
（日）
トナミ運輸（株）本社4階ホールで、

是非渡辺守人県議を擁立したいとの固い決意のもとに、11月28日、平自

西条地区後援会設立総会を発足いたしました。

連役員並びに校下諸団体長と、その幹部の方々に御参集戴き、当地区

この地区は、荒井副会長はもとより、増岡会長、
そして

として長い間の懸案でありました、渡辺守人県議平米支部が正式に設

若野幹事長の出身の地でもあります。今後、
本部後援会

立されました。当地区の皆様には心から深謝申し上げますと共に、渡辺

のバックアップのもと、渡辺守人県議の2度目の挑戦、県

県議におかれましては、後3ヶ月後となりました、県議にとっては一番厳し

議選に向けて、
地区住民一同、
精一杯応援していく所存

いと云われる、二回目の洗礼に対し、平米支部として同志一同が一致団

でございます。

結して力強く後援申し上げることをお約束し、設立のご挨拶といたします。
塩崎 利平

〈わたなべ守人後援会 臨時総会 〉
12月17日（日）、
ホテルニューオータニ高岡
にて、後援会臨時総会が行われました。富山
県議会議員の高平公嗣様をはじめ、高岡市議
会議員の方々を来賓にお招きし、各支部後援
会と企業より約450名の会員が集まりました。
後援会より現状の報告をした後、皆様よりた
くさんの励ましのお言葉をいただき、来春の
選挙に向けて、決意を新たにしました。

21世紀を担う
子供たちのために。

西条地区 渡辺守人後援会長

わたなべ守人後援会 事務所開き
場 所／光慶寺（高岡市中川1丁目6-8）

1 教育制度改革

こころざし .

2 地域再生
地域の基幹産業等の再生強化・
新産業の創出

こころざし .

後援会の皆様には何かとご協力を
頂き、昨年はたくさんのご尽力をあり
がとうございました。今年はいよいよ
選挙の年です。皆様には今までにも
増して、
ご指導とご協力の程をお願
い申し上げます。また、3月3日の事
務所開きをもって、事務所も光慶寺
に移転させて頂きます。たくさんの
皆様にお越し頂きたくお待ち申し上
げております。
（事務局）

県政へご意見、後援会へのご要望をお聞かせください

ホームページ URL http://www.w-morito.com/
メールアドレス E-mail info@w-morito.com

3 安全・安心のまちづくり
治安安全の確保

朝山 隆

ご あ い さ つ
新年明けましておめでとうございます。

富山県議会議員 渡 辺

守人

上げます。

後援会の皆様方には健やかに新しい年をお迎

終わりに今年が後援会の皆様にとりまして、
すば

えのこととお慶び申し上げます。私も元気に新年を

らしい年となりますことを祈念して、新年の挨拶とい

迎え、本年度も県政の発展、又高岡市の為にも一

たします。

生懸命頑張らねばと新たな思いでおります。
そして本年度は私にとりましても、2期目の選挙を
控えており、
志をもって邁進することを改めて決意い
たしております。

ご 案 内

こころざし .

地域復活は教育から

皆様方のご協力、
よろしくお願いいたします。

あとがき

日 時／3月3日
（土）午前11時

渡辺守人 事務所
〒933-0023
高岡市末広町1023番地

いよいよ次回の県議選の告示日が来年の3月30日
（金）、

本年4月の改選期を迎えて、
引き続き、
県政でご活躍を
いただきたく昨年10月に後援会を設立いたしました。後

平米地区 渡辺守人後援会長

わた
なべ

行

させていただくことになりました。

人県議と深い繋がりがありました。

野村地区 渡辺守人後援会長

発

どうか一層のご指導ご支援をよろしくお願い申し

追伸
公職選挙法に基づきまして、年賀のご挨拶を欠
礼致しましたことに皆様の深いご理解を賜りますよ
うお願い申し上げます。
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1 期目 の あしあと

平成

2月18日
3月11日
3月17日
3月25日

年）月'日 後援会設立総会

〈後援会より約200名が傍聴〉

県政報告会（高岡商工ビル）
県議会 予算特別委員会 質問
教育警務常任委員会 黒部ダム視察
福祉環境部会にて兵庫県立こども病院視察
教育警務常任委員会 熊本県視察
第15回日中友好富山県地方議員連盟（訪中団）

〈 県議会の役職 〉
・常任委員会 教育警務常任委員会 副委員長
・特別委員会 景気・雇用・金融対策特別委員会 委員

地産地消の給食視察（戸出中学校にて）

〈 自由民主党 政務調査会 〉
・福祉環境部会 委員

平成

16 年（

"年）

2月14日 後援会総会（高岡商工ビル）
3月 5日 県議会 一般質問
スペシャルオリンピックス「トーチランin高岡」に、
伴走者として参加
3月20日 守政会（デュオビル）
9月21日 県議会 予算特別委員会 質問
県警ヘリコプター「つるぎ」で富山市を上空から視察
9月25日 第1回守政会ゴルフコンペ
9月26日 スペシャルオリンピックス「トーチランin高岡」参加
9月28日 県警ヘリコプター「つるぎ」にて富山市上空視察
11月 9日〜 富山県議会 教育警務常任委員会 沖縄視察

平成

17年（

$年）
日装会県政報告会
渡辺守人後援会総会（高岡商工ビル）
県議会 予算特別委員会 一般質問
橘市長・渡辺県議・金森市議を囲む会（デュオビル）

（定塚校下 県政市政報告会）

!年）
富山県議会議員選挙 初当選
県議会 一般質問（初質問）

11月14日
12月
10月 1日
10月 6日〜
11月17日〜

18 年（

2007年1月発行

4月 5日 水友会 県政報告会
4月23日 野上浩太郎参院議員を囲む会
4月24日 道の駅「万葉の里 高岡」完成記念式典
5月22日〜 農林水産部会県外視察
5月27日 第2回 渡辺守人後援会ゴルフコンペ
6月20日 県議会 一般質問
橘市長・渡辺県議・金森市議を囲む会
6月27日 定塚校下こども110番の家委嘱状交付式
6月30日 富山県私立高等学校PTA連絡協議会総会
7月 4日〜 厚生環境常任委員会県外視察（北海道）
7月15日 海フェスタとやま 開会式
7月28日 富山県議会観光振興議員連盟と宇奈月温泉若女将との懇親会
8月 2日 第14回 日本ジャンボリー富山県派遣団結団壮行式
8月16日 高橋前新潟副知事と懇談
9月16日 牧野地区後援会 県政報告会
9月27日 県議会 予算特別委員会 質問
10月 8日 能町地区県政報告会
10月10日 野村地区後援会設立総会
10月16日 高岡商工会議所創立110周年記念式典
10月19日 富山県生活衛生同業組合連合会功労者表彰式
10月22日 西条地区後援会設立総会
10月28日 下関校下渡辺県議との意見交換会
10月29日 自由民主党 政経文化パーティ、西田地区県政報告会
11月18日 渡辺辰男氏を偲ぶ会（高岡商工ビル）
12月17日 渡辺守人後援会臨時総会（ホテルニューオータニ高岡）
6月県議会 一般質問

#年）

1月13日 県議会 自由民主党議員総会
1月21日 教育警務常任委員会視察 石川県警
2月15日〜 福祉環境部会にて、熊本市・水俣市視察
3月 3日 第1回守政会 青年部 政治・経済勉強会
3月18日 県議会 予算特別委員会 質問
5月31日 政務調査会農林水産部会、県内視察
6月 4日 北陸新幹線起工式（高岡市京田）
6月21日〜 県議会 一般質問

3月18日、県議会 予算特別委員会での質問
第1回守政会 青年部 政治･経済勉強会

高岡駅前にて自由民主党街頭演説

7月28日 富山県議会観光振興議員連盟と
宇奈月温泉若女将との懇親会

9月県議会 予算特別委員会 質問

〈後援会より約90名が傍聴〉

7月 2日 第1回守政会 女性部勉強会
7月13日〜 県議会農林水産部会北海道視察
7月17日 下関校下安全パトロール隊設立総会
7月30日 守政会納涼祭
9月21日 県議会 一般質問
10月 6日〜 厚生環境常任委員会県外行政視察

県議会農林水産部会北海道視察、
帯広畜産大学にて

6月21日 県議会での一般質問

（鹿児島県、熊本県、福岡県）

12月 5日〜 県議会
12月23日 高岡市合併記念式典及び祝賀会

〈 県議会の役職 〉
・常任委員会 厚生 環境常任委員会
・特別委員会 新幹線・総合交通対策特別委員会

議事堂ロビーにて、守政会役員、後援会の皆さんと一緒に

〈 自由民主党 政務調査会 〉
・農林水産部会 副部会長
・北陸新幹線対策特別部会 委員

渡 辺 辰男氏を偲 ぶ 会
【日時】11月18日
（土）午後3時〜【場所】高岡商工ビル 2階 大ホール

渡辺辰男先生がご逝去され、早いもので一年が過ぎました。偲ぶ会に
は、中沖前知事をはじめ、親しくお付き合いをされていた、政界、経済界、
後援会の方々約500名が集まり、献花を行いました。綿貫先生、中沖前
知事、河合先生、山田圭蔵さん、羽場光明さんが思い出話を披露され、
県議会議員7期にわたる辰男先生の功績を振り返りました。最後に渡辺
県議が意思を受
け継ぎ、一層専心
努力することを誓
い、お礼のことば
を述べられました。

〈 自由民主党 富山県支部連合会 〉
・財務委員会 副委員長
衆議院議員 綿貫民輔 様 前 富山県知事 中沖豊 様 参議院議員 河合常則 様

守政会納涼祭にて野上参議院議員と

北陸経済連合会
名誉会長 山田圭蔵 様

（株）
タカギセイコー
代表取締役社長 羽場光明 様

