ご挨拶
平素より︑皆様には大変お世話に

素晴らしい夢を持ち健やかに育
つよう指導にも力を入れていま

な市政に対する声をもとに︑更なる

地域の皆さんと膝を合わせ︑様々
から多くの観光客が集うとても

万人を超え︑さらには国内外

私たちが住む福岡市は人口が

す︒

福岡市の発展のために私も市議会議
元気のある都市ではあります︒

なっております︒

員として活動をはじめて６年が経ち
まだまだ︑私が議員としてどのよ
ていくことにより都市で富を生

集約し︑より交流人口を増やし

本市にはヒト︑モノ︑情報が

うな活動をしているのか︑皆さまに
み出し︑その成長の果実を行政

ました︒

はしっかりと伝わっていないのが現

サービスとして市民の皆さまに
還元をしていくシステムを加速

状だと思います︒
この新聞や︑ホームページ︑フェ

させていく必要があります︒
今後は福祉︑教育を充実し︑

イスブックなどの色んなツールを使
い︑これからも発信をしてまいりま

進し︑私たちが福岡市に住んで

住みやすい街︑子育てしやすい

て良かったと実感をしてもらえ

FAX:
TEL:

だと思います︒

け任せず︑本市は責務を果たすべき

の公共性の高い業務は民間企業にだ

安全性の担保︑環境対策事業など

ことであります︒

福岡空港の民間委託について

なぜ、出資が必要なのか？﹂
福岡市はこれまでの 年間︑地
元自治体として空港ビルディング
㈱に出資をし︑役員を派遣するな
ど空港運営にしっかりと関与し︑
福岡市が誇る福岡空港は国内外

責務を果たしてきました︒
の多くの都市とも繋がっており︑
私たち市民生活に密着する大切な
玄関口です︒
今後とも︑地元自治体である福
岡市が空港の安全性︑利便性︑そ
して市民の安心感を担保するため
の最善な手段は︑新運営会社に対
して出資をし︑経営にしっかりと
今回は︑環境問題対策︑滑走路

関与することと信じております︒
の管理などにも︑その事業範囲を
広げて民間に委託することであり︑
まさに私たち市民生活に直結する

提供：福岡市

﹁街づくりについて﹂

第一に︑市民にとって便利で安心

な空港運営は︑周辺住民の皆さまの

多大なるご理解の上に成り立ってお

私は︑滑走路二重化︑新ターミナ

ります︒

ルビル建設などに伴う騒音問題や環

境問題︑そして利用者の増加による

周辺地域に与える様々な課題に対し

意見を反映しながら︑更なる街づく

て︑地域住民の皆さんと膝を合わせ︑

りを推進していかなくてはいけない

と考えています︒

今回の空港の民間委託を機に︑福

岡空港と周辺地域の皆様との共生に

﹁恒久的な安心感﹂を確保するため

にも︑地元自治体である福岡市の関

与は不可欠であると思います︒

私は福岡市が空港の運営に対し出

資をし︑運営内部において経営に関

わり︑地元自治体としての﹁公的役

割︑責任﹂を果たしてほしいと切望

します︒

http://www.tsudashintaro.com

すので︑ご指導︑ご佃撻を賜れまし
現在︑私は福岡市スポーツ推進員

るように市政運

市政報告や
日ごろの活動を
タイムリーに配信 !!
是非ご覧ください！

街︑だれにも優しい街作りを推

としてスポーツを通じて健康の増進

営をしてい

check!!

たら幸甚です︒

や地域の活性化などに取り組んでお

津田信太郎

津田信太郎市政相談所

きます︒

「津田信太郎」 ホームページ
で検索！

第2号

ります︒健康寿命とも直結するス

・福岡市スポーツ推進委員
・福岡市ソフトボール協会 副会長
・福岡市子ども会育成連合会 事務局長
< 顧問＞
・西少年ソフトボールリーグ
・フレッシュリーグ九州北部地区連盟
・福岡県看護連盟
・福岡県理容生活衛生同業組合
早良支部
・福岡地区空手道連盟
・西日本軟式野球協会

発行

ポーツが持つ魅力や楽しさなどを多

職
役

くの人に伝えていきます︒
また︑福岡市子ども会育成連合会
の事務局長という大役を拝命し︑私
たちの宝である福岡市の子どもたち
の健全育成をはじめ︑その育成者で
ある保護者の皆さんと共に︑子育て
に最適な環境づくりや子どもたちが

プロフィール

１
５
５

５０

・平成５年
九州産業大学 経営学部国際経営学科入学
・平成１１年 同中退
・平成１２年 アメリカバージニア州ノーザン
バージニア コミュニティカレッジ入学
・平成１５年 同中退
・平成１５年
元衆議院議員山崎拓事務所秘書
・平成１８年 徳倉建設株式会社入社
・平成２０年
徳倉建設株式会社タンザニア事務所長
・平成２３年 福岡市議会議員 初当選
・平成２７年 福岡市議会議員 ２期目

信太郎新聞

津田信太郎新聞 第二号 ! 市議会報告･活動報告をお届けします！

平成 29 年 4 月

092-841-1200
092
200 092
092-841-1850
850

室見川通信

昇などにより︑アサリが住める環
も見受けられます︒

市場に出荷をしている悪徳な業者

よって︑室見川の自然の恵みは

重な憩いの場でもあります︒

室見川は︑市民に開放された貴

境は悪化しており︑アサリ資源も
年々減少し
ておりま

私たちが住む早良区
には︑南北に流れる母
す︒
秩序の中で皆さんに分け与えられ

はルールを

が︑最近で
がっていくものと思います︒

なアサリ資源を守り︑回復へと繋

私たちの少しの心がけが︑貴重

また︑残

春先には︑風物詩でもある﹁しろ
守らない人

四季折々の美しい姿や多くの自然

うお﹂
︑そして７月頃には多くの人
たちが目

して︑この美しい清流を後世に引

るべきものと考えます︒

が︑名物の室見川アサリを目当てに
立ってきて

き継ぐためにも資源の保護や河畔

念な事です

潮干狩りを楽しんでいます︒
おります︒

公園の整備など︑しっかりと取り

くれます︒

脊振山系から豊富なミネラルや栄
アサリは

組んでまいります︒

私は︑室見川をライフワークと

養素を含んだ水に育まれたアサリは
言いますが︑その成貝になる前の

３ ぐらいに育つと産卵を始めると
稚貝を獲ったり︑禁止をされてい

私も室見川のアサリを使った

す︒
る道具︵じょれん︶を使い採取し︑

ボンゴレが大好物です︒

味が濃く︑とても美味だとの評判で

の恵みを私たちに惜しみなく与えて

なる川﹁室見川﹂があります︒

ｃｍ

vol.1

しかし近年の異常気象や水温の上

しんちゃんカップ
早良区親善
バレーボール大会
を開催しました

皆さんのおかげさ
まで今年で５回目を迎
えた﹁しんちゃんカップ
バレーボール大会﹂ですが︑毎年参
加チームも増え︑今大会より２日間
に分けて開催させて頂きました︒
歳以上の

小学校単位で男女ミックスチーム
でも参加が出来る１部︑

お魚を食べよう

り︑今まで計 回を開催し︑延べ

飯倉校区︑賀茂校区などへと広が

魚教室﹂は室見校区︑原西校区︑

スタートしました﹁しんちゃんお

年前に早良区小田部校区より

!!

人の皆さんに参加を頂きました︒

３６

大人向けの教室は︑魚のさばき

方をはじめ︑様々なお魚を使い︑

和食︑洋食など︑毎年開催をして

もらっている皆さんにも︑常に新

しいメニューを講師の先生方と提

お寿司のネタの名前を知っている

子どもは多いかと思いますが︑元の

魚の形や名前を知っている子どもは

少ないかと思います︒

教室では︑お魚からお寿司になる

・場所は長浜鮮魚市場︑公民館

興に尽力します︒

しさ︑魅力を知ってもらい︑魚食振

室﹂を更に広げ︑福岡のお魚の美味

産議員としても﹁しんちゃんお魚教

代にわたりお世話になっており︑水

産業界の皆さんには祖父の代より三

漁協︑市場︑鮮魚店など福岡の水

てもらいたいと思います︒

案をさせてもらっています︒
までの過程を体験してもらうことに
﹁お魚は骨が多くて料理しにくい︒﹂ より︑命の大切さやお魚に興味を持っ

﹁子どもたちが食べたがらない︒
﹂

などの理由により食卓よりお魚が

減ってきております︒

今後は教室でも子どもたちが飛

び付いて食べたがるお魚メニュー

子どもたちには﹁お寿司教室﹂

ております︒

層のバレーボールを愛する皆さんが
この大会を通じて︑バレーボール

なども取り入れていきたいと考え

歳以上の３部と幅広い年齢

3

参加できる大会となっております︒

２部︑

５０

の振興︑地域チームの交流︑健康増

津田信太郎 市政相談所
092・841・1200
092・841・1850

理法でご準備致します︒

・メニューはご希望の魚種︑料

のプロにお願いしています︒

・講師はお魚のプロ︑
和食 ︑洋食

等で行います︒

しんちゃんお魚教室

第5回

千

を中心に開催をしております︒

福岡市早良区藤崎２・ ・

１２

福岡マラソンの街頭警備

各校区でのもちつき大会

進に繋がればと考えております︒

１１

FAX TEL

〒814
-0013

６０

福岡市市民総合スポーツ大会開幕式
高取中学校にて社会人講話

各公民館にて「アフリカ先生」
福岡小学生ソフトボール選手権大会開会式

津田信太郎後援会
フェイスブック 更新中！！

活動ギャラリー
shintaro

