The Democratic Party

通常号 定価1部100円（消費税込み） 年間講読料 3,000円（送料含む）

号

外

2017年1月20日（第1・第3金曜日発行）

民進党 民進プレス編集部

〒100-0014
東京都千代田区永田町1−11−1
電話

Minshin Press（民主改題）

メール
URL

支部事務所 〒343-0806 埼玉県越谷市宮本町5-75-1-102 TEL/FAX.048-940-1111

メール：minshin.saitama3@gmail.com
山川事務所 〒340-0012 埼玉県草加市神明1-2-31 TEL.048-927-0131 FAX.048-927-0353

武力 によらない
平和をつくる。
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動のため通算約2年間駐在

しなやかに、まっすぐ。
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山川百合子 埼玉県

岡田克也前代表、大野もとひろ参院議員とともに民進党の輝く未来を熱く語る
（2016.4.6）

草加市民吹奏楽団で
ユーフォニアム担当
赤ちゃんの時、父と
伝統の草加中学
吹奏楽部OGでもある
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民進党衆議院埼玉県第3区
（越谷・草加）
総支部

や

山川ゆりこ の歩み
1969 年 草加生まれ

http://yamakawa-yuriko.jp

ＰＷＪの要請で、
インドネシアのアチェ州に派遣
現地語のインドネシア語で直接、
山川ゆりこに窮状を訴える
スマトラ島沖地震被災者の女性
（ＮＥＷ２３報道映像）

山川ゆりこの論考
「構造的暴力に
立ち向かう」
が
収録された共著
『平和と
国際情報通信
ー隔ての壁の克服』
（早稲田大学出版会）

民進党結党直後、岡田克也代表（当時）は民進党衆議院公認内
定候補となった山川ゆりこさんのために、新越谷駅を訪れ、街頭
で様々な国政課題について約1時間、山川ゆりこさんと対談しま
した。集まった約500名の皆様は足を止め、最後まで熱心に議論
に耳を傾けておられました。
この様子はYouTubeでご覧いただ
けますので、是非とも右上のQRコードでアクセスして下さい。
きりとり

民進党埼玉第３区（越谷・草加）総支部
調査票

あなたの声を私たちに
聞かせて下さい！

関心のある課題を以下から選び○印を付けて下さい（複数選択可）
憲法改正
行政改革
国土/交通/防災
子ども/子育て
障がい福祉
その他：
（

外交防衛
財務/金融
環境/自然
保 育
医療/介護

男女共同参画
地方再生
エネルギー
教 育
雇用労働

景気対策
消費税
原発問題
少子高齢化
農林水産業
）

民進党もしくは地元総支部長に聞きたいことは？

※自由なご意見ご要望をお聞かせ下さい。

3名の方をご紹介下さい

東京スカイツリーを埼玉県東部の
観光の起爆剤に

より多くの地元（越谷・草加）市民の皆様との対話を広め、政策に活かすため、
是非とも、調査票をお送りしても差し障りのないお知り合いをご紹介下さい。

マタニティマークを県内鉄道全線に普及

お名前

「願うときにこうのとりは来ますか」
が県
内市町村に婚姻届けを出すすべての
カップルに配布される
政務調査費の全面公開を実現
自転車ブルーレーンを県内
全域に整備

フリガナ

TEL

ご住所 〒

（

）

フリガナ

ご住所 〒

お名前

TEL

（

）

フリガナ

男性不妊への助成制度が
全国に先駆けてはじまる

お名前

ワーク・ライフバランス推進を提案

TEL

E-mail

E-mail
ご住所 〒

（

）

E-mail

自信を持って推薦する
私の後継者山川ゆりこさん
細川 律夫

元厚生労働大臣

山川ゆりこさんは県議として、常に弱い
立場の人々の声を代弁する誠実な人物
です。政治家になる前は、国際NGOの職
員として、紛争地域などの現場で、人道
支援活動に従事。
まさに
「弱きを助け、強
きを挫く」正義感の持ち主です。

きりとり

越谷郵便局
承 認
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差出有効期間
平成30年3月
26日まで
（切手不要）

埼玉県越谷市宮本町5-75-1-102

民進党衆議院埼玉県第3区
総支部長

山川 百合子 行

親の事情がどうあれ進学できる。経済
状況がどうあれ医療や介護が受けられ
る。将来年金が保証される。将来不安
を取り除けば、私たち日本人の生産性
はまだまだ向上していきます。格差を
是正し、社会保障を充実させて、だれ
もが幸せな日本国を再生しましょう。

外交・安全保障

武力によらない平和をつくる
専守防衛に徹する自衛隊は不可欠ですが、アメリカの世
界戦略に追従する軍事行動は、憎しみと報復の連鎖を
生み出します。差別や抑圧や貧困を根絶し、積極的に
「武力によらない平和をつくる」ことこそが、外国・安
全保障の根底に据えるべき政治哲学だと考えます。

お名前
ご住所

非正規雇用が全就労者の4割。結婚し、子どもを産み育
て、家計を維持するためには、保育園に入れない現実は
深刻です。しかし、国民生活の切実な問題が多くの国会
議員たちに伝わりません。日本を変える。もっと女性の
声を政治に反映させなければなりません。

だれもが幸せな日本国を再生しよう

郵 便 は が き
料金受取人払郵便

もっと女性たちの声で日本を変える

教育・医療・年金・介護

細川律夫元厚生労働大臣の推薦ビデオ

〒

TEL：

年齢層

※ご記入事項は個人情報保護法を遵守し、
適正に管理いたします。

※アンケート集計の都合上、
よろしければご記入下さい

歳代

インターン＆ボランティア募集中！
・家（職場）
の壁にポスターを貼る ・対話集会やイベントに参加する
・ビラ配りを手伝う
（朝の駅頭活動/街頭活動/ポスティング）
・軽作業を手伝う
・自宅で集会を開く
・集会に来て欲しい
・通信を受け取りたい ・電話かけをする
・ＳＮＳでサポート
・その他（
）

実現する。

保育園落ちた

憲法改正問題

国民主権、平和主義、基本的人権の尊重
憲法の3大原則が今の日本の自由と民主主義、そして
国際的な地位と繁栄の源泉です。憲法改正問題には、
尾崎行雄氏が掲げた普選（普通選挙）
と不戦、
「２つ の
フセン」の誓いを守り、世界をリードする一流国家とし
て、全国民的な憲法対話を進めることが先決です。

国民とともに進む真の国民政党として
民進党は、「自由」「共生」「未来への責任」を結党
の理念に掲げ、国民とともに進む真の国民政党とし
て、2016年3月27日に誕生しました。私たちは、
「公正・公平・透明なルールの
もと、多様な価値観や生き方、
人権が尊重される自由な社会」
「誰もが排除されることなく共
に支え、支えられる共生社会」
「未来を生きる次世代への責任
を果たす社会」を実現します。

だれもが大切にされる
輝く未来を切り拓く。
国家のために国民があるのではなく、国民のために国家
があるのだ。―これが私の国家観です。また、世界の貧
困地域や紛争地域で人道支援活動に青春時代を捧げた
経験から、私が志す政治家としての使命は、戦争の根底
にある差別、抑圧、貧困、格差といった問題を根絶し、
「だれもが大切にされる輝く未来」
を
切り拓くことで す。これ により
はじめて、私たちは憎しみと報復
の連鎖を断ち切り、より積極的に
「武力によらない平和をつくる」
ことができるのだと思います。
民進党衆議院埼玉県第3区
公認内定候補（越谷・草加）
埼玉県議会議員

