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追々寒さに向かいますが、皆さま方におかれまし
てはいかがお過ごしでしょうか。
６月２１日に第１６９回通常国会が閉会し、９月
２４日に第１７０回 臨 時 国 会が始まるまでの間、
一人でも多くの国民の皆様の声を聞く為に、私は
地元選挙区に戻り、宮崎県内を北から南へ、また
東 から西 へとくまなく回らせていただきました。
さまざまな現 場には 数 多くの 声 がありました。
全てのご 要 望を実 現 することは困 難です が、
いろいろな方々からいただいた声を国政の場に
届 けるという国 会 議 員 の 役 割を果 た す べく、
一つでも多くの声を国政に活かしてまいります。

11/25 総務委員会にて
鳩山総務大臣に地デジ化対策などについて質す

実際には、臨時国会が開会されましたが、一部
の委員会を除いて審議が行われず、閉会中で
あるかのような状態であります。（私の所属する

当初は臨 時 国 会冒頭にも予 想された解 散・

総務委員会は三度開催されました。）

総選挙ですが、麻生総理の支持率が低い為か、
解散・総選挙がずるずると先延ばされている状態
です。

国会を正常な状態に戻し、安定した政権の手に
よって、しっかりとした景気対策を行うという意味
でも、早期の解散が望まれますし、政権交代を

麻生総理は「景気対策が優先であり、政治
空白はつくれない。」と解散を先延ばしする理由を

実 現 することによって、この国を新しく生まれ
変わらせなければなりません。

語っておりますが、総理が掲げる景気対策の目玉
である「定額給付金」を盛り込んだ第二次補正
予算案については、野党さえも早期提出を望んで

私 は、「日本、 新 生。」 のスローガンの 下、
活動に励んでまいります。

いるのに、未だに国会に提出されておりません。
今の自民 党 政 府に政 権 担当能 力はあるとは
思えませんし、今のような状態の方が政治空白の
ように感じられます。

２００８年 12 月

参議院議員 外山イツキ

紙面のスペース
の都合でご紹介できま
せんでしたが、この他にも、
県内各地で行事出席やミニ集
会 開催などを行っております。
ミニ集会を開いて外山議員と
意見交換を希望される方は、
外山イツキ宮崎事務所
までご連絡下さい。

０８年６月〜 11 月
7/28 高千穂鉄道について意見交換 7/29
〔高千穂町〕

座談会〔美郷町〕

7/29

椎葉村議会表敬訪問〔椎葉村〕

7/30 椎葉で直接住民の方から
お話を伺う〔椎葉村〕

〜外山議員 現場を駆け巡る〜

１区〔宮崎市、清武町、国富町、綾町〕

8/5

電波障害現地視察〔延岡市〕

8/18

西臼杵地区国政報告会〔高千穂町〕 8/28

2区

延岡意見交換会〔延岡市〕

２区 〔延岡市、日向市、西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、
美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町〕
6/19 小沢一郎民主党代表
ジョイステップ視察〔清武町〕

３区〔都城市、日南市、小林市、串間市、えびの市、北郷町、南郷町、三股町、高原町、野尻町〕

6/14 安心できる医療を考える
県南の集い〔日南市〕

7/20

6/25

7/20
油津港祭り四半的大会
〔日南市〕

8/6 野尻町意見交換会
〔野尻町〕 8/11

運輸業者との意見交換会
7/17
〔都城市〕

中新町二十日会座談会
8/1
〔串間市〕

農場視察〔都城市〕

8/22

都城市消防局訪問〔都城市〕

日南青年団講演〔日南市〕

国道448号視察〔串間市〕

8/2

9/6

6/28 宮崎県医師会
定例総会〔宮崎市〕

7/21
海上保安制度創立60周年
JCGクルーズ〔宮崎市〕

7/26
8/2 福島瑞穂社民党党首
宮崎県郵政退職者の会
来県〔宮崎市〕
定期総会〔宮崎市〕

1区

3区

小林ミニ集会〔小林市〕

須木地区ミニ集会〔小林市〕

6/25 宮崎県自衛隊協力会
総会〔宮崎市〕

8/21

住吉海岸視察〔宮崎市〕

9/10

座談会〔宮崎市〕

7/4

宮崎黒潮同窓会〔宮崎市〕

8/3

くま森結成式〔宮崎市〕

8/22 連合宮崎中央地協
産別交流会〔宮崎市〕

8/12 みやざきの食とくらしを守る
緊急県民大会
〔宮崎市〕

9/2 建設関連産業危機突破
緊急大会〔宮崎市〕

9/6

6/29 宮崎県隊友会定期
総会〔宮崎市〕

8/15 戦没者を追悼し平和を
祈念する日の集い〔宮崎市〕

MRT「土アップ」出演
9/7 連合青年委員会
〔宮崎市〕
意見交換会〔宮崎市〕

県外

11/3

小林市市民表彰式典
11/3
〔小林市〕

須木ほぜ祭り〔小林市〕
8/7 川内川河川改修視察
〔えびの市・鹿児島県湧水町〕

9/26 「事故米」調査団の一員
として現地調査〔熊本県〕

10/27

宮崎市原爆死没者慰霊祭
〔宮崎市〕

11/2 岡田克也民主党副代表を
迎えての街頭演説会〔宮崎市〕

11/5

退職者グランドゴルフ大会
〔宮崎市〕

と

しはんま

「四半的」というと、日南市の武道と思われている方も多いと思います。
実は宮崎県内に数多くの愛好者がおられ、県内各地で競技大会も開催
されています。
四半的に興味をお持ちの方、体験だけでもしてみたいと思われる方など、いらっしゃいましたら、最寄りの協会
等をご紹介いたしますので、お気軽に下記連絡先（外山イツキ宮崎事務所）までご連絡下さい。
○各地域の支部・協会は次の通りです。
西臼杵支部

西都支部

都北支部

高千穂協会・五ヶ瀬協会

都の郡協会・三財協会・三納協会・
妻協会

都北協会・一万城協会・庄内協会・
都城中央協会・山之口協会・高崎
協会・三股協会

延岡支部

宮崎市郡支部

延岡協会・北川協会

日南支部

住 吉 協 会・ 大 宮 協 会・ 生 目 協 会・
赤江協会・佐土原協会・田野協会・
清武協会

日向支部
日向協会（４つの道場）
・門川協会・
西 郷 協 会・ 南 郷 協 会・ 北 郷 協 会・
諸塚協会・椎葉協会

飫肥協会・油津協会・星倉山瀬協会・
後河内協会・酒谷協会・南郷協会・
北郷協会

西諸県支部

串間支部

野尻協会・高原協会・えびの協会

児湯支部
木 城 協 会・ 新 富 協 会・ 川 南 協 会・

小林支部

高鍋協会

小林協会

連絡先

外山イツキ宮崎事務所

串間協会

TEL.0985-22-5877

宮崎市松橋１丁目 16-11 カルナコート１F

応援隊入会のお願い
この会は、参議院議員外山いつきの活動を支援するという有志の会です。

① 外山いつきが、しがらみのない政治家となる様支援します。
② 年会費は一口 1,000 円とします。お一人様何口でも結構です。
③ 会計年度は、1 月 1 日から 12 月 31 日までとします。
支援の輪を広げ、選挙区内だけでなく、多くの皆様方にご理解いただき、ご入会下さいます様、
心よりお願い申し上げます。
入会のお申し込み等、詳しくは外山いつき宮崎事務所までお問い合わせ下さい。

宮崎事務所

平日の9:00〜12:00の間
事務所を開けています

日南事務所

天満橋

広渡川
県病院●

松橋 2 丁目
バス停

ホテル●
Ｒ10

〔連絡先〕
〒 880-0013 宮崎県宮崎市松橋 1 丁目 16-11 カルナコート 1F

tel.0985-22-5877 fax.0985-22-5822
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〔連絡先〕
〒 887-0014 宮崎県日南市中平野 1 丁目 3-4-2F

tel.0987-55-0055 fax.0987-55-0057

