
 

 

 

 

1月 25日（土） 
於:堺市総合福祉会館 大研修室 

 (堺市堺区南瓦町 2-1) 

◆14:30〜  

枝野幸男（元官房長官） 
講演会 

衆議院議員。経済産業大臣、内閣官房長官、 

内閣府特命担当大臣を歴任。弁護士。 

1964年 5月 31日栃木県宇都宮市生まれ。 
 

◆15:30〜 新年会 会費 2,000円 
※どちらも準備の都合上、 

ご参加の方は事前に森山浩行事務所までご連絡ください。 

プロフィールご紹介 
●堺生まれ、堺育ちの 42歳 

●妻・長男・次男と向陵西町在住 

●昭和４６（１９７１）年４月８日 

金岡病院（北区）で生まれる 

●堺市立新金岡小学校（北区）入学 

錦西小学校（堺区）卒 
●堺市立月州中学校（堺区）卒 
               ＜水泳部＞ 
●大阪府立三国丘高校卒 
          ＜柔道部・生徒会＞ 
●明治大学法学部卒＜雄弁部＞ 
 ※学生時代よりカンボジア・旧ユーゴスラビア・
ロシア・阪神大震災などでボランティア活動 

●元 関西テレビ放送 

 （営業企画部・報道部記者） 

●元 堺市議会議員（１期 1999～2003） 

●元 大阪府議会議員（１期 2003～2005） 

●工場研修（東区） 

●羽衣国際大学 元客員助教授 

●前衆議院議員（2009～2012） 

●芦屋大学客員准教授 
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前 衆議院議員 

民主党大阪府第 16区総支部 
（堺市 堺区・北区・東区） 

今年はこれまでにも増して「世界の中の日本」が問われる年に 

なります。人口減少局面に入った日本における安全保障はもちろ

ん、経済や国際貿易のシステム、エネルギーの確保、環境や食糧

の問題など…どれひとつとっても日本単独で解決できるもので

はありません。もちろん、誰かに任せておけばなんとかなる、  

というものでもありません。私たち大人ひとりひとりの覚悟が 

問われるものです。 

「子どもたちの笑顔と未来のために」 

2014 年、本年もどうぞよろしくお願いします。 

前 衆議院議員 森山 浩行 

 

前衆議院議員 森山 浩行 
堺市議会議員 大毛 十一郎 

 

◆堺市議会では、会派「ソレイユ堺」として活動しています。 

民主党大阪府第 16 区総支部 

森山浩行事務所 
〒590-0077堺市堺区中瓦町１-４-２５ 

熊田ビル 3階 
TEL： ０７２-２３３-８１８８ 
FAX： ０７２-２３３-８１８５ 
Mail： off ice@h-moriyama. jp 

日常の活動はFaceboookにて発信中！ 

Facebook genki.m0rim0ri 
Twitter  ＠MORIYAMAhiro 

 

再び、 
地域から。 



 

 

 

 

2013年 12月、民主党では次期衆議院総選挙に向けた 

第一次公認予定候補を発表。 

大阪 16区には前衆議院議員の森山浩行を決定しました。 

森山総支部長は「前回政権での経験と反省を生かし、 

今度こそ、ガバナンスをきちんと確立して政権交代可能な 

二大政党制をつくるために邁進します。」と語りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

森山へメッセージ 

 
 

東京 10区 江端 貴子 大阪 11区 平野 博文 

東京 19区 末松 義規 大阪 12区 樽床 伸二 

東京 22区 山花 郁夫 大阪 16区 ★森山 浩行 

東京 23区 櫛渕 万里 大阪 19区 長安 豊 

東京 24区 阿久津 幸彦 兵庫 2区 向山 好一 

新潟 1区 西村 智奈美 兵庫 5区 梶原 康弘 

新潟 3区 黒岩 宇洋 兵庫 7区 石井 登志郎 

新潟 5区 田中 眞紀子 鳥取 2区 湯原 俊二 

石川 3区 近藤 和也 広島 2区 松本 大輔 

福井 2区 糸川 正晃 広島 3区 橋本 博明 

長野 2区 下条 みつ 広島 5区 三谷 光男 

長野 4区 矢﨑 公二 山口 2区 平岡 秀夫 

岐阜 3区 園田 康博 徳島 2区 高井 美穂 

静岡 1区 牧野 聖修 愛媛 1区 永江 孝子 

静岡 3区 小山 展弘 愛媛 3区 白石 洋一 

静岡 4区 田村 謙治 高知 1区 大石 宗 

愛知 4区 刀禰 勝之 福岡 2区 稲富 修二 

愛知 7区 山尾 志桜里 福岡 3区 藤田 一枝 

愛知 8区 伴野 豊 福岡 9区 緒方 林太郎 

愛知 9区 岡本 充功 福岡 10区 城井 崇 

三重 4区 森本 哲生 長崎 4区 宮島 大典 

三重 5区 藤田 大助 大分 1区 吉良 州司 

滋賀 2区 田島 一成 鹿児島 2区 打越 明司 

京都 5区 小原 舞   

北海道 2区 三井 辨雄 埼玉 13区 森岡 洋一郎 

北海道 4区 鉢呂 吉雄 千葉 10区 谷田川 元 

北海道 8区 逢坂 誠二 神奈川 3区 勝又 恒一郎 

青森 3区 田名部 匡代 神奈川 10区 城島 光力 

宮城 3区 橋本 清仁 神奈川 12区 中塚 一宏 

茨城 1区 福島 伸享 神奈川 14区 本村 賢太郎 

茨城 4区 高野 守 神奈川 17区 神山 洋介 

埼玉 4区 神風 英男 東京 2区 中山 義活 

埼玉 15区 高山 智司 東京 4区 藤田 憲彦 

埼玉 8区 小野塚 勝俊 東京 5区 手塚 仁雄 

お名前 (ﾌﾘｶﾞﾅ) お誕生日         年      月      日 

年齢 （     ）才 

ご住所 （〒    －    ） 

［            小学校区］ 

E メール 

TEL/FAX 

※ 個人情報保護の観点より、ハガキではなく FAX通信用紙の形式でお届けさせていただいています。ご協力の程宜しくお願い申し上げます。 

クリーンな政治を目指している民主党大阪府第 16区総支部では、一緒に活動してくださるボランティアを募集しています。 

１．駅頭早朝配布 平日の朝(7:00～8:30)、16区内の駅を順番にまわっています。終日参加も大歓迎。  

２．プレス民主配布 ご友人やご近所に配ってください。10部からでも結構です。  

３．ポスター掲示 ご自宅や事務所・駐車場に、森山のポスターを貼らせてください。  

４．座談会主催 各地で座談会を開催しています。会館やご自宅など４～５人でも！  

５．事務所の事務作業 どなたでも出来る簡単な作業です。  

６．ご寄付 活動は皆様からのご寄付が頼りです。クリーンな活動維持にご協力ください。  

活動へのご協力のお願い ＦＡＸ返信：０７２-２３３-８１８５ 

   
お問い合せは      
森山浩行事務所まで      
TEL.０７２-２３３-８１８８ 

 

森山浩行 Twitter ⇒ @MORIYAMAhiro 

森山浩行 facebook ⇒ http://www.facebook.com/genki.m0rim0ri 

ご協力項目に○を 
お願いします。 


	2-おもて20014プレス民主新年号.pdf
	2-うら2014プレス民主新年号.pdf

