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治 郎 よ り み な さ ま へ

こんにちは、愛知治郎です。暑く厳しい夏が去り、朝晩はめっきりと肌寒く、秋の訪れを感じる今日この頃、皆
様はいかがお過ごしでしょうか。
さて、私が政治家を目指した時から抱いている「信頼される政治家であり続けること、正しく機能する政治を実
現すること」、3期目を迎えました今も、その思いに変わりはありません。
皆様とお約束をしたことをしっかりと果たして参ります。
復興を加速させるためには、優先順位をつけて解決していくことが大切です。また、現状で国が対応していな
いことでも、本当に必要な対策であれば、常識に囚われない発想の転換や、条件の緩和などで、解決策が見
出せるかもしれません。障害となっている問題を一日も早く解決していくためには、皆様方からのご協力がこ
れからも必要です。現場の生の声を政策に生かすためにも、皆様のお力を引き続きお貸しください。
驕(おご)ることなく、国民、県民の皆さんから頂いた声を胸に、しっかりと力を尽くす所存です。
今後とも、よろしくお願いいたします。
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成地域包括ケアセン
ターを訪問し、短い

７月末、選挙後初めて参議院自民党所属議員が

一堂に会し、会長選挙と特別総会が行われ、新

たな参議院自民党がスタートとなりました。
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強化促進協議会

上も、選挙後驚くほどすっきりと綺麗に片付き、

ご挨拶させていただきました。

『新たな気持ちで頑張ろう』という議員の思いが

霞の目駐屯地盆踊り大会にて

見交換などを行いま
した。

伝わってきます。
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南三陸町では、志津川中学校

でのご挨拶。

を訪問し、南三陸さんさん商
店街にも立ち寄りました。
治郎議員のポスターを総理
が見つけ、貼ってあるお店の
方と一緒に写真撮影をしま
した。
また、南三陸町では医
療の状況も視察し、入
院施設がなく、患者さ
んは登米まで搬送が必
要という現状を知りま
した。このような様々
な問題を国に訴えてい
き、しっかりと復興を

当選証書授与式
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石巻・酒田間地域連携軸

愛知治郎の活動は、フェイスブックページを通じてお知らせして

８月から９月の２か月間
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①所属②出身③血液型④好物⑤趣味⑥苦手なもの
山田 和広：①東北大学法学部２年②埼玉県③Ｏ型
④焼き魚⑤旅行⑥寒さ

峯岸 佳苗：①東北大学法学部１年②宮城県③Ｂ型

④肉料理⑤ピアノ⑥虫

インターンでは、秘書の方に同行して様々なイベントに出席

したり、支援者の方々を訪問させていただいたりしました。

掲載している写真は、それらの活動の一部です。この２か

月間の活動を通じて、普段の学生生活では経験できない世

界を知ることができました。その結果、遠い存在で悪いイ

メージもあった政治や政治家への認識が大きく変わりまし

Ｑ なぜ政治家を志したのですか？
Ａ 国会議員であった祖父の影響が大きいで
す。小学生のころから政治家になろうと考え
ていました。何かになりたいという明確なビ
ジョンがあったことは、周りの同級生たちと異

では、サボれる日数を計算し、

す。私自身も嫌いな先生の授業

で自転車に乗っていた同級生がいたことをよく覚えていま

Ａ 自由な校風が印象に残っています。たとえば、パンツ一丁

活での思い出は何ですか？

Ｑ 私（峯岸）も議員と同じ仙台一高の出身ですが、高校生

対に避けなければなりません。

す。そのため、主要五品目（特にコメ）の関税撤廃だけは絶

ことになったとしても、日本の農業を守る必要がありま

つながる重要な課題です。ＴＰＰに関しては、もし参加する

組んでいます。中でも食の安全保障は、命を守ることにも

Ａ 私は、国土・エネルギー・食という３つの安全保障に取り

すか？

Ｑ 食の安全保障やＴＰＰについては、どのように考えていま

り、力を入れて取り組んでいます。

えなければ政治は良くなりません。これは私の信念でもあ

不信は選挙制度などの政治制度に由来しており、これを変

Ａ 抜本的な政治制度改革を実現することです。今の政治

Ｑ 現在、一番力を入れている政策は何ですか？

くりをしたかったので、参議院で立候補しました。

間がかかってしまいます。長期的な視点からじっくりと国づ

えている世代間格差の問題を解決するには、どうしても時

Ａ ６年の任期が保障されているからです。私が課題だと考

Ｑ なぜ、参議院議員を選んだのですか？

なる点だったと思います。

インターン生によるインタビュー

ぎりぎり単位をとれるように出

た。議員が地域とのつながりを大切にしていること、真剣に

世の中を良くしようと思っていることがよく伝わってきまし

た。最近は若者の政治離れが問題となっていますが、私た

ちは今後もっと政治への関心を持って生きていこうと思いま

す。

Ｑ 学生時代に意識して取り組んでいたことはありますか？

がら勉強していました。学生時代は世の中を良くするため一

Ａ どうすれば政治家になれるのかということを、常に考えな

分一秒でも早く政治家になりたいと思っていたので、勉強し

たいことがたくさんありましたね。

てありました。一番好きなパスタとおにぎりの具を教えてく

Ｑ プロフィールにはパスタ等の麺類とおにぎりが好物と書い

ださい。

Ａ パスタもおにぎりも、たらこや明太子が好きです。学生時

代には１週間２０食以上連続で、たらこパスタを食べたことが

あるくらいですよ。ただ、梅干しのおにぎりだけは嫌いです。

梅干し自体は大好きですが、酸っぱいものでご飯を食べるこ

とというに、どうしても納得がいかないですね。

Ｑ 国民、特にこれからの若者に期待することは何ですか？

Ａ やってほしいことは目標を持つことです。目標があれば頑

張れると思うので、目標を持って自分の夢を追い求めてもら

いたいです。私も政治家になって世の中を良くするという目

標があったからこそ、今まで頑張ってこられました。また現

在、国家としての目標が失われているように感じます。国家

の目標は私が政治家として掲げていきますので、若者にはそ

(以上文責＊山田、峯岸)

れぞれが自分の目標を持つことを期待します。

ありがとうございました！
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みなさまのお力
みなさまのお力をおかしください！
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事務所からのお知らせ
愛知治郎仙台事務所
〶980-0813

仙台市青葉区米ケ袋1-5-21

電話 022-223-2929

FAX 022-227-1320

MAIL jiro@a-jiro.jp

愛知治郎とお茶
募集】
【愛知治郎とお
とお茶の間懇談会 募集】

あなたのお宅のお茶の間で、治郎議員を囲んで懇談会を開

きませんか？

人数は５人～１０人くらい。時間は３０分程度です。ご希望

の方は事務所までご連絡ください。

こんにちは！
こんにちは！愛知事務所です
愛知事務所です。
です。
いつもお世話になっております。仙台事務所は日々５人で治郎議員をサポー
トしております。どうぞお気軽にお立ち寄りくださいませ！
◆About us ①出身②血液型③好物④趣味⑤苦手なもの⑥ひとこと

秋の芋煮会

） ①仙台市 ②O型 ③ハンバーグ ④仕事と映
隼人（34）
秘書 遠藤 隼人（
画鑑賞 ⑤グリンピース ⑥気付けば愛知歴10年超。今後もお伺いした

１０／
１０／１９（
１９（土）

際はいろいろと勉強させていただきます。宜しくお願いします。

秘書 髙橋 卓誠（
卓誠（29）
） ①仙台市 ②B型 ③宮城のお米 ④スポーツ
観戦 ⑤焼いたレバー ⑥「たくみ、たくみ」と可愛がってやってください！

新年会
１／１９（
１９（日）

仲村 悦義（
） ①秋田県 ②O型 ③ビール・肉野菜炒め ④ギター
悦義（67）
音楽 ⑤水泳 ⑥後援会を大切にします。

賢美（？） ①登米市 ②O型 ③アルコール全般☺
事務 庄司 賢美（？）

詳細はおってご
詳細はおってご連絡
はおってご連絡させていただきます
連絡させていただきます

④ウォーキング ⑤相手をバカにする人 ⑥自分の決断に自信を持つ！

） ①岩沼市 ②Ｂ型（Ａに近い） ③みかん
事務 今野 あゆみ（
あゆみ（29）
④ｽﾎﾟｰﾂ観戦＆旅行 ⑤ﾚｰｽﾞﾝ＆かまきり ⑥褒められて伸びる子です★

愛知治郎プロフィール
参議院選挙 自由民主党
宮城県参議院選挙区第一支部長
●生年月日

1969年6月23日

○出身地

宮城県

●身長

181cm

○血液型

A型

●愛読書

三国志・銀河英雄伝説

○座右の
座右の銘

信なくば立たず

●役職歴
参議院国際問題に関する調査会 理事
参議院環境委員会 理事
参議院憲法調査会 幹事
防衛庁長官政務官

●尊敬する
尊敬する人
する人 愛知揆一

参議院予算委員会 理事
参議院国民生活・経済に関する調査会 理事
参議院自由民主党政策審議会 副会長

○好物

パスタなどの麺類、おにぎり

●趣味

スポーツ全般（ﾃﾆｽ・ｽｷｰ・ｺﾞﾙﾌ）
カラオケ

参議院内閣委員長
参議院財政金融委員会 筆頭理事
自由民主党政務調査会震災後の経済戦略に関

○経歴

する特命委員会 事務局長

昭和57年
昭和 年

仙台市立片平丁小学校卒業

昭和60年
昭和 年

仙台市立五橋中学校卒業

昭和63年
昭和 年

宮城県仙台第一高等学校卒業

平成 7年
年

中央大学法学部政治学科卒業

詳しくは愛知治郎公式
しくは愛知治郎公式ウェブサイト
愛知治郎公式ウェブサイトをご
ウェブサイトをご

法律事務所勤務 等を経て

覧ください！
ください！

参議院議員選挙にて初当選

メルマガ・後援会入会のお申込みを行っておりま

平成13年
平成 年

参議院東日本大震災復興特別委員会 筆頭理事
自由民主党国会対策委員会副委員長
自民党政務調査会 財政金融部会副部会長

す。また、治郎の持論「治論」も紹介中です。

（現在 当選3回）
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メルマガで
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あなたもぜひご入会ください
あなたもぜひご入会
入会ください！
ください！

愛知治郎

