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治郎よりみなさまへ

この度の第二次安倍改造内閣発足に伴い、約一年にわたり務めさせて頂きました財務兼復興副大臣を退任いたしました。
内閣の一員として、デフレからの早期脱却、持続的な経済成長の実現、被災地の復旧・復興の加速化等々、重要課題に誠心誠意取り組んで
参りました。在任中は、皆様からたくさんの温かいご支援を賜りまして心より御礼申し上げます。また、支えて頂きました財務省および復興庁の
関係者の皆様にも、改めまして心より感謝申し上げます。
今後も、副大臣としての経験、実績を活かして、皆様のお気持ちを国政に反映出来るよう日々精進して参りますので、引き続きご指導頂きます
よう宜しくお願いいたします。
平成26年9月吉日
安倍総理らとともに県内の沿岸地域を訪問
し、東日本大震災の復興状況についての
意見交換などを行いました。

2014年
年 7月
月16日
日
七ヶ浜町・東松島市訪問

副大臣在任中、奥山仙台市長はじめ、
県内外各地の皆様より多くのご要望を
受け賜りました。

2014年
年 8月
月5日
日
奥山仙台市長ご来省
子ども霞が関見学デーというプログラム
の一貫で、小中学生が財務省などを見
学し、ミニ記者会見を含め様々な体験を
してもらいました。

2014年
年 8月
月8日
日
子ども霞が関見学デー

地元、仙台のミュージシャンでありま
す「MONKEY MAJIK」の皆さんが、副
大臣室を訪問してくださいました。共

2014年
年 8月
月30日
日
小野寺大臣 一迫後援会総会

に再会を喜び、また今後の話で盛り
上がりました。益々のご活躍をお祈り
しています。

8月
月14日（木）河北新報朝刊掲載
日（木）河北新報朝刊掲載 （河北新報より抜粋）
小野寺前防衛大臣の一迫後援会の
総会にて、軽減税率や復興につい
ての講演させていただきました。後

2014年
年 8月
月19日
日
MONKEY MAJIK 副大臣室訪問

の懇親会では、一迫の皆様お一人
お一人のご意見を伺いました。

2014年
年9月
月4日
日
財務省の皆さん
からの送り出しの
セレモニーをして
頂きました。
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2014年
年7月
月27日（日）
日（日） 『愛知治郎サマーパーティー』を開催致しました。 気温30度を超える暑さの中、県内各
気温 度を超える暑さの中、県内各
地から多くのご来賓の皆様・後援会の皆様にお集まりいただきました。誠にありがとうございました。
皆様のお気持ちを糧に、今後もしっかりと国政に取り組んでまいります。

。
ョーで開幕
アンダンスシ
イ
ワ
ハ
な
り
夏にぴった

治郎よりみなさまへごあいさつ。
今春の海外出張などの報告もさせて頂きました。

県内各地からたくさんのご来賓の皆様に
お集まりいただきました。ありがとうございます。

治郎議員
もアロハ
シャツへ
お色直し
。

東日本大震災の際に愛知治郎を通じて、各地の皆様が宮城県に

Action J

応援に駆け付けて頂いたという経緯があり、今度は私たちがそ

応援隊発足

の恩返しをする番だと考え、『ActionJ応援隊』を発足致しました。
公職選挙法により、選挙区内での炊き出し活動はできませんが、

今後、東日本大震災クラスの大規模災害が発生した際に、愛知治郎

『ActionJ応援隊』
応援隊』

と共に選挙区外の被災地に赴き、炊き出し活動等を行います。

治郎議員によるドラフトウォーカー

炎天下の中、朝からご尽力いただいた
実行委員の皆さんありがとうございました。

今回、私たち実行委員会は、Happiness with Jiroというテーマ
を掲げサマーパーティー2014の準備を進めて参りました。ご来場のすべての

和田実行

皆様が「来て良かった」、運営側が「やってよかった」、そして何より、治郎君

委員長より

が「頼んでよかった」と思うパーティーを考えさせていただきました。まだまだ
至らない点もありましたが、実行委員会を代表し、お越し頂いた皆様に深く感
謝を申し上げます。そして、数ヶ月前から本日に至るまで、様々な場面、様々な場

所でご奉仕いただいた実行委員会のスタッフに実行委員長として御礼を申し上げます。「誇りあ
る日本を取り戻す！」「みやぎの笑顔を取り戻す！」そんな治郎君の政治理念を具現化するべく
私たち後援会もしっかりと治郎君を支えていかなければなりません。Happiness with Jiroこれか
ら先も、治郎君と一緒に「幸せ」な時代をつくっていきましょう。

☆新聞記事まとめ☆
緒に☆
員と一
議
郎
☆治
①澤口友理恵 宮城大学３年 ②宮城

県仙台市 ③B型 ④音楽鑑賞、ピアノ

⑥インターンシップを行うきっかけ ⑦ひとこと
インターンシップの活動は、❶各企業・団体への訪問の同行、❷秘書の方

＊＊インターン生自己紹介＊＊

★2014年
年 夏のインターンシップ活動報告★

①平野晴佳 宮城学院女
ます。

話、注射 ⑥友人に誘われ、政治に関して

もっと知るべきだと考えたからです。夏休み

☆事務作業☆

の期間も全力で頑張ります！

☆赤間市議のパーティーにて☆
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①氏名・学校名・学年 ②出身 ③血液型 ④趣味 ⑤苦手なもの
の代理出席への同行、❸事務所内での仕事や来客対応、❹時間のある時
に行う新聞記事のまとめと、大きく４つに分けられました。様々な方のお話

を聴き、あるいは国道の総会など様々な会合等へ同行し、それらは私たちにとって大変貴重な経験となっています。事務作業も、ひとつひとつの
仕事の意味を考えながら取り組み、小さな仕事にもやりがいや楽しさを感じるようになりました。

昼食は、事務所の方々とのお話を楽しみながらいただくため、ついつい食べ過ぎてしまい、平野は体重が１キロほど増えてしまいました…。

⑤虫、暗記 ⑥夏休みを充実させた

かったのと、自分自身を成長させた

かったからです。 ⑦この２か月間、普

段は絶対にできないような、貴重な経

験をたくさんさせて頂きました。これから

はこの経験を糧に人生を謳歌していき

たいです。残りのインターンシップ期

間、笑顔で楽しく学んでいきたいと思い

子大学２年 ②宮城県仙台市 ③Ａ型 ④
読書、音楽鑑賞、寝ること ⑤牛乳、怖い

が充実するのではという期待もありました。
⑦事務所の方々、後援会の皆様にあたた
かく接していただき、貴重で楽しく、期待し

た通り充実した日々を過ごしています。残り

治郎議員にインタビュー

Ｑ インターンシップを受け入れている

理由を教えてください。

Ａ 諸外国では若い人も政治に関心を

持っておりますが、日本ではあまり関

心を持っていません。若い人に政治を

知ってほしい、若い人の感覚や意見を

知りたい、若い人とコミュニケーション

を取りたいというのが理由です。イン

ターン生がいろいろなことを知る機会

になればと考えています。

Ｑ 議員としてどんな思いを持って活動をしていますか？

Ａ 私は、議員という職業は世の為、人の為の職業だと考えており、その

誇りを常に持っています。素晴らしい職業であること、自身の活動でそれ

を実現させたいのです。

Ｑ 議員としてのやりがいを感じるときはどんなときですか？

Ａ 「ありがとう」と感謝の言葉を言われるとき、人の笑顔を見たときに

やりがいを感じます。

Ｑ 人生で一番大切にしていることは何ですか？

Ａ 自分自身に嘘をつかないことです。都合の悪いことを、自分のいいよう

に流し続けると、正しい道に戻れなくなります。失敗したら、「次は頑張

ろう！」でいいんです。自分に素直に、これを一番大事にしています。

Ｑ みなし仮設制度は実際どの程度普及されているのか教えてください。

Ａ 実際は一般の仮設より一割から二割ほど、利用者は多くいます。一

般の仮設は実は自立が難しく、みなし仮設では職のある人々と同じよう

な生活状況になるので、自立がしやすいのです。自分から動くことを手

伝えるこの制度は意義のある制度だとわたしは考えています。行政が

やってくれるまで待つのは良いことではありません。様々な制度にもこの

ことが言えます。

Ｑ 大学生活の思い出は何ですか？

Ａ 友人との付き合いですね。飲み会や旅行などおおいに楽しみました。

学生でみんなお金がなかったのでお酒やおつまみを持ち寄って自宅で飲

んだり、レンタカーを借りて旅行に行ったり。楽しかったですね。良い思い
出です。
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愛知治郎プロフィール
宮城県参議院選挙区第一支部長

●役職歴

○現職

●生年月日

1969年6月23日

参議院国際問題に関する調査会 理事

参議院財政金融委員会 委員

○出身地

宮城県

参議院環境委員会 理事

●身長

181cm

参議院憲法調査会 幹事

○血液型

A型

●愛読書

三国志・銀河英雄伝説

○座右の銘

信なくば立たず

防衛庁長官政務官
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

●尊敬する人 愛知揆一
○好物

パスタなどの麺類、おにぎり

参議院自由民主党政策審議会 副会長

●趣味

スポーツ全般（ﾃﾆｽ・ｽｷｰ・ｺﾞﾙﾌ）

参議院内閣委員長

カラオケ

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する
特命委員会 事務局長

○経歴
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
法律事務所勤務 等を経て

平成13年
平成 年

参議院議員選挙にて初当選
（現在 当選3回）

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
参財政金融委員会 委員
東日本大震災復興特別委員会 委員
参議院行政監視委員長
財務副大臣
復興副大臣

あなたもぜひご入会ください！

メルマガで治郎を知ってください！

愛知治郎公式ウェブサイトを
ご覧ください！
メルマガ・後援会入会のお申込みを行っております。
また、治郎の持論「治論」も紹介中です。
是非ご覧くださいませ。

http://a-jiro.jp/
愛知治郎

