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８月 地方議員のなり手不足を超えて

〜 変革は、小さいまちや
実践の現場からはじまる！ ～

９月 「自然資本」「文化資本」を新しい
豊かさや発展のものさしに！
※防災・減災にも取り組みます。

１日～２日 全国地方議会
サミット（東京都）

３日～４日 本郷の夏祭り
「第33回 萬蔵祭」（白石
区・本郷商店街）

６日 環境生活常任委員会･
質問／「産業用ヘンプ推進研
究会」設立総会（道議会）

４日 2019ひろまる交流の集い（白石区・アサヒビール園） １０日 第2回 ひろまる交
流サロンin道議会『避難所運
営ゲームHUG体験会』

７日 第１回 ひろまる交流
サロンin道議会『電磁波の影
響から身を守るアーシング
講座』

１９日 奈須 憲一郎さんと
空き店舗を活用したボード
ゲームの遊び場（下川町）

２０日 ひろまる交流サロ
ンin旭川『地域を豊かにする
民泊最新事情Ⅱ』（旭川市）

１２日 ひろまる交流サロンin新十津川『『プラゴミDIY ～
あなたの家庭地域から変える地球の未来～』（新十津川町）

２３日 独立型太陽光発電
(オフグリッドソーラー)設置
（白石区・政務事務所前）

２８日～３０日 北方領土
対策特別委員会 道内調査
（根室管内）

３０日 北海道自治立志塾
（白石区）

２１日～２２日 後志ミュ
ージアムロードと社会運動
の源流を辿る旅（後志管内）

・北方領土隣接地域の振興
・SDGsとフェアトレード
・自然保育の推進など
・こどもの参画
・百年記念施設再生構想などに
・観光振興
・保健医療福祉のイノベーション
・産業用ヘンプの推進
・アイヌ政策
２３日 足モミスト養成講
座 in 白石区《初級編》

２４日 第3回 定例道議会・新知事に大きく９つの一般質問
をしました。（※詳しくは、ホームページなどに掲載）

◆議員提案で

つの条例（地球温暖化防止条例・北海道障がい者条例）を策定。

北海道では初となる議員提案による政策条例です。広田まゆみは、スタート時から事務局次長として携わってきました。
全国ローカルマニフェスト大賞で『優秀成果賞』をいただきました。
（右写真／お隣は元 三重県知事 北川正恭実行委員長）

◆知事提案ですが、
「北海道がん対策条例」に当事者参加ピアサポートの考え方を明記。
◆

回、質問に立ちました。

◆道政だより(ひろまる通信)は

号

◆メール通信（凸凹通信）は、不定期ですが、

通を超えました。

（※現在システムの関係で休止中です。
）

◆個別の道政相談会は

回

◆公開の学習会は、地域のカフェなどで

回、道議会内で

回
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2019.06.05 スタート！

2019.07.01 スタート！

『広田まゆみのイノベーション北海道
～ひろまるつながる NPO な仲間たち』

『広田まゆみのすっきりマンデー』

毎週水曜 19:00～19:59

MC：広田まゆみ AS：五十嵐由家

毎週月曜 10:30～11:30

MC：広田まゆみ AS：田辺睦子

《８月のゲスト》
５日 早川 寿保 さん（イオテクノロジー）
１２日 漆原 直子 さん（市議会議員）
１９日 東 由佳子 さん／荒井久代さん（ピーストレード）
２６日 上西 咲 さん（さんぎバル）

《８月のゲスト》※テーマは「NPOの中間支援」
７日 大原 正明 さん（北海道 NPO サポートセンター）
１４日 堀 直人 さん（北海道 NPO サポートセンター）
２１日 宮本 尚 さん（きたネット）
２８日 大原 正明 さん／定森 光 さん（北海道 NPO サポートセンター）
《９月のゲスト》※テーマは「認知症」
４日 佐野 英昭 さん／若尾 直子 さん
１１日 田辺 毅彦 さん（北星学園大学教授）
１８日 奈須 憲一郎 さん（前下川町議会議員）
２５日 西村 敏子 さん（北海道認知症の人を支える家族の会）

《９月のゲスト》
２日・９日 早川 寿保 さん（イオテクノロジー）
１６日 白藤 さおり さん（Web デザイナー）
２３日 高橋 由人 さん（足もみ師）
３０日 市川 博基 さん（イチカワクリーニング）

RADIO T×T FM ドラマシティ http://776.fm/

エフエムしろいし https://www.830.fm/

（厚別区厚別中央 2 条 5 丁目 サンピアザ センターモール 3F）

（白石区南郷通 8 丁目北 2-28 ストーンヒル南郷 8・2F）

毎月１回、白石各地で開催中です。
今回は、北郷の「やっとかめ Pasta YattoKame」さんの
一角で、個別の道政相談会を開催します。
※ご相談希望の方は、原則予約制（お一人 30 分）です。
事務所までお問合せください。
（TEL：860-8666）
尚、差し支えなければ、事前に相談内容の概要を
お知らせください。

足もみを通じて今の自分の状態を深く知り、未来の
自分をつくってみませんか？
初級編では、基本的な施術法と反射区療法の理論を
学びます。

◆講 師 高橋 由人 さん（足もみ師）

◆ 日 時 １０月１６日（水）10:00～13:00

《と き》 １０月１６日（水）14:00～16:00

◆ 場 所 やっとかめ Pasta YattoKame
（白石区北郷 3 条 4 丁目 11-24）

《ところ》 やっとかめ Pasta YattoKame
（白石区北郷 3 条 4 丁目 11-24）

◆ 参加費 ワンドリンク以上のオーダーを
お願いしております。

※ＪＲ白石駅より徒歩５分
（北 13 条北郷通沿い）

《参加費》 ５，０００円（ワンドリンク付き）
※受講の方は、ランチ割引あり

