
澤井市長の活動アルバム（８月分） 

 

「第 24回オープントーナメントグランドチャンピオン決定戦全日本少年少女 

空手道選手権大会・結果報告」（8 月 30日） 

第 24回オープントーナメントグ 

ランドチャンピオン決定戦全日本 

少年少女空手道選手権大会に出場 

した松原第四中学校 1年生の松本 

琉壱さんと松原北小学校 6年生の 

田形仁千嘉さんが大会出場の結果 

報告に来てくれました。松本さん 

は昨年、一昨年も同大会で一回戦 

敗退と悔しい思いをしており、今 

回 3位入賞を果たしたとのことで 

す。田形さんはベスト 8だったと 

のことで、初出場でとても緊張し 

たと話してくれました。今後も競 

技に打ち込まれ、より一層の活躍 

を期待しています。 

「第 52回カワイ音楽コンクール全国大会・結果報告」（8月 30日） 

 

第 52回カワイ音楽コンクール全 

国大会に出場した松原第六中学校 

1年生の植村愛莉さんと松原南小 

学校 6年生の藤原莉緒さんがコン 

クール出場の結果報告に来てくれ 

ました。結果は努力賞を受賞した 

とのことで、昨年の 8月から二人 

でペアとして練習に励んで掴んだ 

結果ですと話してくれました。二 

人の今後より一層の活躍を期待し 

ています。 

 

 

 



「第 101 回全国高等学校野球選手権大会・結果報告」（8 月 27日） 

 

第 101回全国高等学校野球選手権 

大会に出場した履正社高等学校 3 

年生の野口海音さんが大会出場の 

結果報告に来てくれました。結果 

は見事、優勝を収めたとのことで、 

履正社は優勝出来ないと周りから 

言われていたが、優勝出来ると信 

じて頑張ってきて本当に良かった 

です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。 

 

 

 

「第三十五回納涼盆踊り」（8月 25日） 

 

一津屋荘園自治会による第三十五 

回納涼盆踊り大会の開催にあたり、 

挨拶をさせていただきました。二 

日にわたり開催され、盆踊りだけ 

でなくカラオケ大会なども行われ、 

参加者の方々は例年楽しまれてい 

るとお聞きしています。地域住民 

との親睦を図り、皆さんが一丸と 

なって取り組まれている納涼盆踊 

りを今後も継続していただきたい 

と思います。 

 

 

 

 

 

 



「松原イキイキ「絆」第 9回盆踊り大会」（8 月 25日） 

 

松原イキイキ「絆」第 9回盆踊り 

大会の開催にあたり、挨拶をさせ 

ていただきました。松原イキイキ 

「絆」盆踊り大会は、人々の賑わ 

いが大好きだった提案者の故松本 

利達さんを振り返りながら、参加 

者一人ひとりが、人と人との関わ 

りや支えあいを大切にするために 

開催されています。多くの方々が 

集まる盆踊り大会は、人と人との 

繋がりや、一体感が生まれるだけ 

でなく、まちの活性化にも大きく 

貢献するため、今後も継続してい 

ただきたいと思います。 

「『観て・泊まって・関空へ！』プロジェクト会議」（8 月 21日） 

 

『観て・泊まって・関空へ！』プ 

ロジェクト会議の開催にあたり、 

挨拶をさせていただきました。各 

部会からのプロジェクトの経過報 

告を行い、今後本市にお越しいた 

だく方々のための「訪れてよし」 

の観光振興や本市の方々への「住 

んでよし」のまちづくりや地域コ 

ミュニティの活性化について協議 

しました。 

 

 

 

 

 

 



「松原市「交通事故をなくす運動」推進本部役員会議」（8月 20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ました。 

今年に入り、子どもが犠牲となる 

交通事故が全国で立て続けに発生 

しています。本市ではこのような 

事故が起こらないよう、交通事故 

を未然に防ぎ、1件でも減らせる 

よう役員の方々と協議しました。 

 

 

 

 

 

 

「2019明治安田生命 J3 リーグ・出場報告」（8月 19 日） 

 

2019明治安田生命 J3リーグに出 

場するセレッソ大阪 U-18所属の 

興国高等学校 3年生の下川太陽さ 

んが大会出場の報告に来てくれま 

した。今シーズンは既に始まって 

おり、下川さんも出場し活躍され 

ています。毎試合出場出来るよう 

にもっと活躍してアピールしてい 

きたいと話してくれました。下川 

さんの今後より一層の活躍を期待 

しています。 

 

 

 

 

 

 



「平成 30 年度（第 42回）全国高等学校ハンドボール選抜大会・結果報告」 

（8月 19 日） 

平成 30年度（第 42回）全国高等 

学校ハンドボール選抜大会に出場 

した大阪体育大学浪商高等学校 2 

年生の山中隆大さんが大会出場の 

結果報告に来てくれました。今回 

は優勝出来なかったけれど、中学 

生の時に全国優勝を経験している 

ので、高校生の間にも全国優勝を 

経験したいと熱い思いを話してく 

れました。今後も競技に打ち込ま 

れ、より一層の活躍を期待してい 

ます。 

 

 

「城連寺納涼盆おどり大会」（8 月 17 日） 

 

城連寺納涼盆おどり大会の開催に 

あたり、挨拶をさせていただきま 

した。城連寺納涼盆おどり大会は 

主催である城連寺納涼盆おどり実 

行委員会だけでなく、城連寺連合 

長会や城連寺実行組合などのたく 

さんの地域の団体の皆さんが一丸 

となって、地域をあげて取り組ま 

れています。今後も協働による本 

市のまちづくりへのご支援とご協 

力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 



「2019 年 UCI BMX スーパークロス・ワールドカップ及び 2019 年 BMX アジア 

選手権大会・出場報告」（8 月 16日） 

2019年 UCI BMXスーパークロス・ 

ワールドカップ及び 2019年 BMX 

アジア選手権大会へ出場した大阪 

偕星学園高等学校 3年生の籔田寿 

衣さんが、大会出場及び出場によ 

る結果の報告に来てくれました。 

2019年 BMXアジア選手権大会では 

見事、優勝を収めたとのことで、 

優勝することが今年の目標の一つ 

だったので、とても嬉しいですと 

話してくれました。籔田さんの今 

後より一層の活躍を期待していま 

す。 

 

「2019 SLS WORLD TOUR 及び DEW TOUR LONG BEACH・出場報告」（8 月 16日） 

 

2019 SLS WORLD TOUR及び DEW TOUR  

LONG BEACHへ出場した松原西小学 

校 6年生の西矢椛さんが、大会出 

場及び出場による結果の報告に来 

てくれました。どちらの大会もス 

ケートボード競技のなかでは大き 

な国際大会で、レベルの高さを感 

じたと話してくれました。今後も 

競技に打ち込まれ、より一層の活 

躍を期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



「高円宮賜杯第 39回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント・ 

出場報告」（8月 16日） 

高円宮賜杯第 39回全日本学童軟 

式野球大会マクドナルド・トーナ 

メントに出場する長曽根ストロン 

グスの皆さんが、大会出場の報告 

に来てくれました。過去に同大会 

で何度も優勝しており、怪我には 

十分に留意し、優勝目指して頑張 

ってくださいとお伝えしました。 

 

 

 

 

 

 

「グレンツェンピアノコンクール第 11 回全国大会・結果報告」（8 月 13日） 

 

グレンツェンピアノコンクール第 

11回全国大会に出場した初芝立 

命館中学校 1年生の芝池優幸さん 

が、大会出場の結果報告に来てく 

れました。結果は優秀賞を受賞さ 

れたとのことで、緊張しながらも 

練習の成果を発揮できましたと話 

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。 

 

 

 

 

 

 



「第 9 回全国小学生選抜ティーボール選手権大会・結果報告」（8月 9日） 

 

第 9回全国小学生選抜ティーボー 

ル選手権大会に出場した清水フリ 

ーバーズの選手の皆さんが、大会 

出場の結果報告に来てくれました。 

結果は見事、優勝を収めたとのこ 

とで、日頃の練習の成果を出しき 

れたと話してくれました。今後も 

競技に打ち込まれ、より一層の活 

躍を期待しています。 

 

 

 

 

 

「AMERICAN DANCE/DRILL TEAM NATIONALS・結果報告」（8月 9日） 

 

AMERICAN DANCE/DRILL TEAM  

NATIONALSに出場した今宮高等学 

校 3年生の尾川乃愛さんが大会出 

場の結果報告に来てくれました。 

結果は見事、総合優勝を収めたと 

のことで、6連覇がかかった自分 

たちの代でかなりのプレッシャー 

を感じたけど、最高の演技をする 

ことが出来たと話してくれました。 

尾川さんの今後の活躍を楽しみに 

しています。 

 

 

 

 

 



「松原市民図書館ボランティアの会発足式」（8月 8日） 

 

松原市民図書館ボランティアの会 

発足式の開催にあたり、挨拶をさ 

せていただきました。各ボランテ 

ィア団体の皆様には、現在の松原 

市民図書館の開館とともに 40年 

近くご活躍いただき、ありがとう 

ございます。この度、新図書館開 

館に向けて各団体が連携していく 

ために、松原市民図書館ボランテ 

ィアの会を発足されたとのことで 

す。今後も協働による本市のまち 

づくりへのご支援とご協力をお願 

いいたします。 

 


