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《独立型太陽光発電と
防災ラジオのススメ》

11 月から
スタート！

独立型太陽光発電による電気を使って、
コミュニティ FM「エフエムしろいし」の
放送を、試験的に商店街に向けて街頭放
送をスタートしました。
１つでも多くのお宅や事業所に増やして
いきたいと思います！

10 月

白石命名１５０年
先人の苦労を地域の未来へ！

３日 北方領土対策特別委員 ５日～６日 宮城県白石市に行ってきました！
会･質問（隣接地域の振興のあり “白石命名150年”（2020年）
方について）
白石市の『第12回 鬼小十郎まつり』に参加し、白石市子育て支
※詳しくは、ＨＰなどに掲載 援･多世代交流複合施設『こじゅうろうキッズランド』を視察

８日 はがき絵の会
（白石区･珈琲淹 REFINED）
毎月１回開催してます。参加者
募集中！

１１日 ヘンプ国際会議2019 １９日 北海道･木育フェスタ
（旭川市）
2019植樹祭･育樹祭（苫小牧市）
北海道の自立と地球環境の保全 森林は北海道の強みです！
に向けて！

11 月

学びと実践の場を
白石区に、そして全道に！

６日 環境生活常任委員会･質問（鉛弾使用禁止について） ８日～１０日 てしかが観光塾
２５日 環境生活常任委員会･質問（気候変動について／動物愛 （川上郡弟子屈町）
護について）／北方領土対策特別委員会･質問（クラウ 地域のための“観光”によるま
ドファンディングについて）※詳しくは、ＨＰなどに掲載 ちづくりの学びと実践の場です

２１日 北海道自治立志塾
２４日 記録誌『まち文化百貨 ２５日 笑顔のコーチング
（札幌市･北海道大学）
店』刊行記念イベント（札幌市）（札幌市･道議会）
党派をこえた地方議員の勉強会
本郷商店街を
2020年1月10日には「笑顔の
もう10年を越えました。
まち文化ストリートに！
ミーティング」を開催予定

『社会企業家的地方議員とは何か？
何であるべきか？』

２７日 第九回 幸せを呼ぶ
２９日～３１日 北海道アウトドアフォーラム（沙流郡日高町）
こなき寄席（白石区･岩本珈琲）“社会企業家的地方議員”誕生のための最初のワークショップを
ここからスタート！
地域のカフェは大切！
「アウトドア×地方議員～もしあなたが政治の現場にいたら？」

２２日 トークライブ「ゲストハウス×自治× ２３日 「半農半Xという生き方」の現在～社会
地域経営」～社会企業家的地方議員のコンセプ 企業家的地方議員って何だろう？（旭川市）
トを探ろう～（札幌市･Waya Guest House） 講 師：塩見直紀さん（半農半X研究所 代表）
ゲスト：増田望三郎さん（安曇野市議会議員）／ パネラー：増田望三郎さん／寺岡祐子さん（中富
柴田涼平さん／堀 直人さん
良野町議会議員）／川原 允さん（鷹栖町議会議員）

◆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

《厚別区》

《白石区》

ＦＭドラマシティ

エフエムしろいし

７７．６MHz

８３．０MHz

毎週水曜 19:00～19:59

毎週月曜 10:30～11:30

『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』
MC：広田まゆみ AS：五十嵐由家

MC：広田まゆみ AS：田辺睦子

《１０月のゲスト》
７日
１４日
２１日
２８日

《１０月のゲスト》※テーマは「こどもと笑顔」
２日
９日
１６日
２３日
３０日

菅野
田辺
五嶋
國本
菅野

ゆかり さん（笑顔のコーチング認定ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ）
毅彦 さん（北星学園大学教授）
絵里奈 さん（ネウボラ北海道）
雅英 さん（NPO ハロードリーム実行委員会）
ゆかり さん／國本 雅英 さん／佐賀 のりこ さん

《１１月のゲスト》※テーマは「防災・減災」
（6 日のみ がん対策）
６日
１３日
２０日
２７日

内山
高見
根本
長江

浩美 さん（北海道肺がん患者と家族の会 代表）
里佳 さん（道庁防災教育担当課長）／上段 貞二 さん（道危機調整員）
文彦 さん（札幌市危機管理指導員）／溝田 光一 さん（自衛隊援護協会）
孝 さん（一社 72 時間サバイバル教育協会 理事）

中川
佐藤
小川
永森

典子
文子
洋平
志織

さん（リフレクソロジーカフェみるここ）
さん（ホメオパシー療法家）
さん（おがわのじかん）
さん（難病支援ネット・ジャパン）

《１１月のゲスト》
４日
１１日
１８日
２５日

寺長根 愛
小松 未沙
舟本 秀男
舟本 秀男

さん（Ai TERANAGANE 代表）
さん（アジアンリラクゼーション ヴィラ）
さん（(株)財界さっぽろ 代表取締役社長）
さん（(株)財界さっぽろ 代表取締役社長）

RADIO ワンダーストレージ 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、栄通の「岩本珈琲」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。

◆ 日 時 １２月２０日（金）15:00～18:00
◆ 場 所 岩本珈琲（白石区栄通 18 丁目 4-1 ｱﾝ･ﾛﾜｲﾔﾙ 1F）

※地下鉄 東西線「南郷 18 丁目駅」より徒歩５分

※地下鉄東西線 南郷 18 丁目駅より徒歩５分

◆ 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。

