
澤井市長の活動アルバム（２月分） 

 

「2017全日本アマチュア・スケートボード選手権の結果報告」（2 月 28日） 

 2017全日本アマチュア・スケー

トボード選手権に出場された西矢椛

さんがその結果報告に来てくれまし

た。全国大会の人の多さにびっくり

したとのことでしたが、全力を出し

切って頑張ったと笑顔で話してくれ

ました。スケートボードは日本各地

でも盛り上がりを見せており、世界

でも盛んなスポーツとして認知され

始めています。本市でもスポーツパークまつばらにスケートボード場を整備さ

せてもらっております。西矢さんにも協力いただき本市のスケートボード競技

を盛り上げていきたいと思います。 

  

 

  

「2017全日本ジュニア体操競技選手権大会東西決勝大会の結果報告」（2月 28

日） 

 2017全日本ジュニア体操競技選

手権大会東西決勝大会に出場した城

南学院中学校 1年生の奥村紅葉さん

が、その結果報告に来てくれまし

た。大会では各予選を勝ち抜いた選

手の中で、奥村さんも悔いのない試

合にするために全力を出し切った大

会であったとのことです。すでに来

年に向けてもっと練習をして、今回

より良い順位にしたいと意気込みを話してくれました。今後も活躍を期待して

おりますので、また結果報告に来てくれることを楽しみにしています。 



「松原中ロータリークラブ公開例会」（2 月 25 日） 

 松原中ロータリークラブの例会が

1,300回を迎えられ、記念すべく公

開例会に出席させていただきまし

た。お集まりの皆様につきまして

は、普段から地域福祉の向上にご尽

力いただきましてありがとうござい

ます。本日行われます落語会におき

ましても、盲導犬育成のチャリティ

ーと聞いており、障害者の自立支援

についても独自にご支援いただいて

おります。今後も崇高なロータリーの精神のもと、本市との協働の取り組みを

お願い致します。 

  

  

 

  

「松原市市民健康講座」（2 月 24日） 

 松原市医師会が主催されている松

原市市民健康講座に出席させていた

だきました。医師会の皆様には日頃

より、とりわけ本市民の健康増進や

疾患防止などの取り組みにおいてご

支援とご協力をいただきありがとう

ございます。本日も脳卒中の防止を

メインに講座を開かれると聞いてお

り、疾患に対する市民に対する啓発

をしていただいております。今後高

齢者の増加にともない、健康寿命の伸長などについても協働の取り組みをよろ

しくお願いいたします。 

  

  



「松原防犯協議会岡支部 青色防犯パトロール隊出発式」（2 月 24 日）  

 松原防犯協議会岡支部が主催す

る、青色防犯パトロール隊出発式に

出席させていただきました。松原防

犯協議会岡支部の皆さんには常に地

域の安全のために見守りや啓発活動

をしていただき、本当にありがとう

ございます。地域の防犯や事故防止

のために、本市もセーフコミュニテ

ィを中心に色々な取り組みをおこな

っていますが、地域や皆様との協働

なくしては達成できないものです。今後もより良い地域を目指して、ご支援と

ご協力をお願い致します。 

  

  

 

  

「平昌 2018オリンピック冬季競技大会 パブリックビューイング」（2 月 22

日） 

 阪南大学本キャンバス 1号館フロ

ンティアホールで本市から出場して

いるスケートショートトラックの渡

邊啓太選手の準々決勝をパブリック

ビューイングにて多くの市民の皆さ

んと一緒に応援しました。会場は熱

気に包まれ、皆で力の限り応援をし

ましたが、惜しくも敗退となってし

まいました。しかし、渡邊選手には

多くの市民の皆さんに興奮と夢を与えてくれたことに感謝したいと思います。

帰国されたら、色々な話を聞くことを楽しみにしています。 

  

  



「平成 30 年第 1 回定例記者会見」（ 2 月 21 日） 

 平成 30年第 1回定例記者会見で

は、平成 30年度の予算編成につい

て、「第 5次総合計画」に繋がる施

策として思いを伝えさせてもらいま

した。限られた予算の中で、5年

後・10年後を見据えた予算となっ

ております。市民の皆さんと一緒と

なり、「もっと先に、さらに前を」

合言葉に今後のまちづくりを推し進

めてまいります。 

  

  

 

  

「松原市「交通事故をなくす運動」推進本部 役員会議」（2 月 21 日） 

 松原市「交通事故をなくす運動」

推進本部 役員会議を開催し、一言

挨拶をしました。本市では WHOセー

フコミュニティ国際認証都市とし

て、まず一番に市民の安心と安全を

守る取り組みを行っております。6

つの対策委員会の一つである、交通

安全対策委員会では交通事故が起こ

った場合は、その原因を分析しデー

タ化することで、再度同じような事

故が起こらないように検証と対策を行っております。この松原市「交通事故を

なくす運動」推進本部でも、その検証データを用いて、様々な行事の中で市民

の皆さんへの交通事故啓発を行っています。1件でも交通事故がなくなるよ

う、今後も皆さんのご支援とご協力をお願い致します。 

  

  



「第 21 回全日本フィギアスケートノービス選手権大会の結果報告」（2 月 20

日） 

 第 21回全日本フィギアスケート

ノービス選手権大会に出場された、

松原第六中学校 1年生の岡田和珠さ

んが結果報告に来てくれました。初

めての全日本の大会で緊張もした

が、練習してきたことを信じて大会

に挑み、見事準優勝を収められまし

た。それでも大会を通じて課題が見

つかったとのことで、今後も練習し

てもっとうまくなりたいと話してくれました。今後の活躍を期待しているとと

もに、また報告に来てもらえるのを楽しみにしています。 

  

  

  

  

「平成 30 年度 松原市医師会予算編成に対する要望」（2月 20日） 

 松原市医師会の皆様につきまして

は、とりわけ市民の皆さんへの健康

維持・増進にご尽力いただきありが

とうございます。本市も市民の皆さ

んが安心して生活できる環境作りに

全力で取り組んでいるところです

が、これは松原市医師会の皆様を含

め、多くの関係機関との協働なくし

て達成することはできません。今後

も、市民生活の根幹となる健康を守

る活動について、本市と連携して取り組んでいただけますよう宜しくお願い致

します。 

  

  



「松原市 PR 事業ペイントトラック出発式」（2 月 19 日） 

 株式会社豊興様との協定により、

10t・4t・2tトラック各 1台ずつに

本市をアピールするペイントをして

シティプロモーションのため、今後

は各地を運行していただけることと

なりました。写真を見てもわかる通

り、一目見たら本市のアピールとわ

かるように、マツとバラでインパク

トあるデザインにしました。今後ト

ラックを見かけたら本市のアピールとして SNSなどで情報発信をお願いしま

す。 

  

  

  

 

「スポーツチャレンジ in まつばら」（2月 18 日） 

 「スポーツチャレンジ in まつ

ばら」では、夢の課外授業として

Dream Ayaさん、Flower 中島美

央さん、Flower 重留真波さんが講

師となって、市内の小学校 3年生～

中学生を対象にダンスを教えていた

だきました。子どもたちにスポーツ

を通じて、夢や体を動かすことの楽

しさを学んで欲しいと思います。本

市も市民の皆さんにスポーツする機

会を増やすため、スポーツパークまつばらや三宅東公園などの整備を行いまし

た。今後も皆さんが楽しくスポーツをしていただく環境を作ってまいりますの

で、ご参加をよろしくお願いいたします。 

  

  



「国際平和ポスターコンテスト各賞授与式」（2 月 16 日） 

 ライオンズクラブ国際協会主催の

国際平和ポスターコンテスト各賞授

与式に出席させていただきました。

子どもたちが出展してくれたポスタ

ーはどれも大変素晴らしく、見る人

に平和の尊さを訴えていました。子

どもたちには平和ポスターの作成を

きっかけに、平和とは当たり前にあ

るものでなく一人ひとりが守り続け

なければならないものであるということを学んで欲しいと思います。 

  

 

 

  

「仲川なら司氏旭日単光章受章記念祝賀会」（2月 11 日） 

（ ※お名前の「なら」は外字。お名前の漢字は写真の通りです。） 

  栄えある旭日単光章の栄に浴さ

れました仲川なら司氏の祝賀会が多

くの方がご参加の中、開催されまし

た。仲川氏に関しましては、松原市

三宅土地改良区理事長や松原市農業

委員会委員など、長きに渡りまして

地域社会の発展に大きく貢献してこ

られました。特に三宅小学校の子ど

もたちには学習農園などで楽しく農

業を学べる機会を作っていただきま

した。多くの子どもが農業に触れ合い、そのことで本市の農業振興と発展にも

大きく貢献されました。 今後もご支援とご協力を賜りますよう宜しくお願い

致します。 

  この度の旭日単光章受章、本当におめでとうございます。 



「社会福祉法人松原市社会福祉協議会設立 50 周年社会福祉大会」（2 月 11

日） 

 社会福祉法人松原市社会福祉協議

会設立 50周年社会福祉大会が開催

され、出席させていただきました。

松原市社会福祉協議会の皆様にはと

りわけ地域福祉向上・啓発のために

長きに渡りご尽力いただきありがと

うございます。本市も皆さんを含め

多くの方との協働によって、さらに

より良いまちづくりとなるよう推し

進めてまいりますので、今後も変わ

らないご支援とご協力をお願い致します。 

  

  

  

 

「第 8 回日本バッハコンクール全国大会への出場報告」（2月 7日） 

 第 8回日本バッハコンクール全国

大会への出場が決まった安西陽彩さ

んがその意気込みを報告しに来てく

れました。大会に向けて練習をして

きたので、本番ではそれを出し切っ

て良い結果にしたいと話してくれま

した。多くの人前で演奏をすること

は緊張もしますが、日頃の練習を信

じて、良い演奏となることを期待し

ています。 

  

  

  



「2017J ユースカップ 第 25 回 J リーグユース選手権大会の結果報告」（2 月

5 日） 

 2017Jユースカップ 第 25回 J

リーグユース選手権大会に出場し

た、セレッソ大阪 U18に所属する下

川太陽さんが結果報告に来てくれま

した。各地区の代表と、Jリーグの

ユースチームがトーナメント方式で

対戦する中、下川さんも試合に参加

することで、全国のレベルの高さを

感じつつ、自身の練習してきたこと

を出し切ってきたとのことです。この大会を通じて学んだことを今後のサッカ

ーに活かしていきたいとのことで今後の活躍を期待しています。 

  

  

  

  

「篠本修叙勲記念報恩深謝 受賞祝賀会」（2 月 3 日） 

 叙勲の栄に浴されました篠本修氏

の受賞祝賀会に出席させていただき

ました。篠本氏につきしては、平成

10年 9月から 4期 16年にわたり、

松原市議会議員として、市民の信頼

と期待に応え続けてこられた情熱と

功績はとても大きく、本市の発展の

ために尽力をしていただきました。

また、この祝賀会でも多数の皆様が

参加されているのを見てもわかりま

すが、今まで築いてこられた人望の厚さがあってこそ、今回の受賞があったの

だと思います。今後も、引き続き本市へご支援とご協力をお願い致します。 

  この度の受章、本当におめでとうございます。 

  



「第 11 回 JKJO 全日本ジュニア空手道選手権大会」（2 月 2 日） 

 第 11回 JKJO全日本ジュニア空手

道選手権大会に出場された、松原第

六中学校 1年生の薮中紅葉さん、松

原北小学校 5年生の松本琉壱さん、

同小学校 4年生の山田響花さんが、

結果報告に来てくれました。3人と

も全国大会という高いレベルで、練

習通りできた所と新たな課題も見つ

かり、充実した大会だったと報告し

てくれました。また、3人ともとても礼儀正しく話してくれて、競技を通じて

日々人間力も磨かれていると感じることができました。今後も大きな目標を持

って頑張ってください。 

 


