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衆議院議員の秘書として、追手門学院の地域連携担当者として、 

そして現在、教育の現場と駅頭に立ち続ける、38歳の再挑戦！ 

通算 1000日の駅立ちに挑戦中！ 
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 ① 平成 31（2019）年・新春のご挨拶                                
 

皆様におかれましては、平成 31（2019）年の新春をお健やかにお迎えのことと、お慶び申し上げます。 

まず初めに、昨年 6 月の「大阪北部地震」、同年 7 月の「西日本豪雨」、同年 8 月の「台風 21 号」により

被災された皆様方に対しまして、衷心よりお見舞い申し上げます。茨木市では、全 12 万 5440 世帯のうち

1 万 8000 件を超える「罹災証明書」が発行されました。地域を回らせていただく際に、今もなお、屋根が

ブルーシートで覆われた家々を目にする度、心が痛みます。昨年は私自身、茨木市社会福祉協議会の災害

ボランティアセンターに登録させていただき、茨木防犯協会・茨木青年会議所の皆様とともに市内各地の

夜警に回らせていただくなど、市内でロボットプログラミング教室を運営する傍ら、復興に向けた活動を

続けてまいりました。一方で、昨年は「茨木市制施行 70 周年」を迎え、JR 総持寺駅開業、新名神高速道路

神戸・高槻間全線開通、茨木・松ヶ本線アンダーパス開通など、“次なる茨木へ。”に向けた社会基盤整備の

充実が図られた一年間でもありました。平成 29（2017）年 1 月に施行された前回の茨木市議会議員選挙に

おきまして、「矢島ひでかず」とお書きいただいた 1,237 名の皆様の思いを胸に、本年も駅頭に立ち続け、

皆様の貴重な生のお声に耳を傾けてまいりますので、本年も引き続きどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後援会ニュース 第 8号 

［編集・発行］ 矢島ひでかず後援会 

〒567-0871 大阪府茨木市別院町 4-1-704 

☎ 090-3928-6958 

✉ info@yajima-hidekazu.com 

HP http://yajima-hidekazu.com 

FB http://facebook.com/yajima.hidekazu 

 

矢島ひでかず（秀和）プロフィール 昭和 55（1980）年 10 月 13 日生まれ （現在 38 歳） 

 ■ 経歴                                       

平成 15（2003）年 3月 追手門学院大学文学部（現国際教養学部）卒業 

平成 18（2006）年 3月 追手門学院大学大学院文学研究科修士課程修了 

平成 18（2006）年 4月 衆議院議員大塚高司秘書［～平成 21（2009）年 11 月］ 

平成 23（2011）年 4月 学校法人追手門学院職員［～平成 28（2016）年 10 月］ 

平成 29（2017）年 1月 茨木市議会議員一般選挙に立候補するも落選［得票総数 1,237 票］ 

平成 29（2017）年 4月 株式会社オーティーエム（追手門学院 100％出資会社）契約社員 

            現在、「プログラボ茨木」の室長として、週 17 コマの授業を担当 

 ■ 所属                                       

地域 茨小校区自治会連合会別院町自治会 11 組長・公民館協力委員・祭礼委員・体育委員 

   一般社団法人茨木青年会議所 総務委員会副委員長 

一般社団法人茨木市観光協会 会員 

社会福祉法人茨木市社会福祉協議会 賛助会員 

政党 自由民主党大阪府支部連合会 青年局副幹事長 

自由民主党茨木市支部 青年部長 

母校 追手門学院大学校友会 理事 

   追手門学院大学体育文化 OB・OG連合会 事務局長 

 毎朝駅頭でのご挨拶を続けております。   

毎週月曜日 7:00～8:00 ＪＲ茨木駅 

毎週火曜日 7:00～8:00 阪急茨木市駅 

毎週水曜日 7:00～8:00 ＪR総持寺駅 

毎週木曜日 7:00～8:00 阪急南茨木駅 

毎週金曜日 7:00～8:00 モノレール彩都西駅 

毎週土曜日 7:00～8:00 ＪＲ茨木駅 

毎週日曜日 7:00～8:00 阪急茨木市駅 

※時間帯や駅については変更することがあります。 
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 ② 大阪北部地震義援金申請について       

［対象］住宅被害（①全・半壊、②③全壊、半壊

解体、長期避難、大規模半壊）世帯、［内容］①基

礎配分、②基礎支援金、③加算支援金、［費用］①

全壊 50 万円、半壊 25 万円、②全・半壊解体・長期

避難各 100 万円、大規模半壊 50 万円、③建設・購

入 200 万円、補修 100 万円（②③単身世帯は 4 分

の 3 の額）、［備考］各被害状況に応じた申請書類

あり、詳細は茨木市地域福祉課まで、今後の配分は

府で決定次第、HP 等で案内、［申込］来年 3 月 31

日までに、同課窓口（電話：072-620-1634）へ、［問

合先］府義援金専用ダイヤル（電話：06-6944-7917）。 
 

 

 ③ プログラボ茨木校・入塾生徒募集       

子ども向けロボットプログラミング教室「プログ

ラボ」は、教育版のレゴⓇマインドストームⓇEV3 を

使ってロボットを組み立て、プログラミングを学ぶ

教室です。私、矢島ひでかずが室長を務める茨木校

（学校法人追手門学院の 100％出資会社・株式会社

オーティーエムが運営）では現在、107 名の生徒が

在籍しています。2020 年度から実施される小学校

プログラミング教育必修化を見据えて、未来を担う

子どもたちの「夢を実現するチカラ」を育てます。 

 

 

 

 ④ 追手門学院新キャンパス今春開校       

追手門学院は、JR 総持寺駅から北に徒歩 10 分の

距離にある東芝跡地に新キャンパスを建設中です。

4 月開校の同地では、大学 1 年生全員と地域創造・

国際教養学部生の約 3,600 名が集う大学棟「アカデ

ミックアーク（画像左）」と、安威キャンパスから

移転する同学院中高等学校の生徒約1,400名が学ぶ

校舎「スマートパレット（画像右）」、食堂棟の計

3棟で構成され、今後 2キャンパス体制となります。 

 

 

 
 

 ⑤ 矢島ひでかず後援会からのお願い       

矢島ひでかず後援会（会長=川原俊明追手門学院

理事長・学長）では、矢島ひでかず氏の政治活動を

支援していただける後援会員を募集しております。    

ご入会いただける方がいらっしゃいましたら、本紙

表面記載の連絡先にご一報いただければ幸いです。

また、茨木市内に最大 12 か所まで設置することの

できる「後援会連絡所立看板」（5 枚設置済み、残

7 枚）をご自宅や店舗の敷地内、駐車場などに設置

させていただける方がいらっしゃいましたら、是非

ともご紹介ください。自民党への入党を希望される

方につきましても、併せてご連絡いただければ幸い

です。皆様方のご協力を宜しくお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------- 

矢島ひでかずさんの活動を応援しています。（順不同・敬称略） 

---------------------------------------------------------- 

〇 国土交通副大臣、衆議院議員         大塚たかし 

〇 防衛副大臣兼内閣府副大臣、衆議院議員    原田けんじ 

〇 衆議院外務委員長、衆議院議員               中山 泰秀 

〇 大阪府議会議員               うらべ走馬 

〇 大阪府身体障害者福祉協会会長、ＯＤＦ代表  嵐谷 安雄 

〇 岡山大学前学長、就実学園前理事長      千葉 喬三 

〇 株式会社フジオフードシステム代表取締役社長 藤尾 政弘 

〇 株式会社ガンバ大阪元代表取締役社長     金森喜久男 

〇 学校法人梅風学園理事長、福島天満宮宮司   寶来扶佐子 

〇 後援会会長、学校法人追手門学院理事長兼学長 川原 俊明 

 茨木市を府下住みたいまちランキング第 1位に！    

 矢島ひでかずがはなつ、基本政策 5本の＜矢＞！   
 

①【福祉】の＜矢＞をはなつ！ 

 高齢者や障害者はもとより、女性や子どもたちに

とっても「安心・安全なまちづくり」を目指します。 

②【教育】の＜矢＞をはなつ！ 

 大学との連携によるスポーツ・生涯学習の推進に

よって、「府下随一の教育先進都市」を目指します。 

③【防災】の＜矢＞をはなつ！ 

自主防災組織の支援体制を充実させ、地域を守る

ことで「災害に負けない強靭なまち」を目指します。  

④【経済】の＜矢＞をはなつ！ 

地元商店街の活性化を！昼夜問わず老若男女が

集まる、「賑わいと元気のあるまち」を目指します。 

⑤【保育】の＜矢＞をはなつ！ 

 待機児童ゼロへ！池田市を抜いて、誰もが子育て

しやすい「全国一の保育行政・茨木」を目指します。 

 

＜無料体験会のお申し込み・プログラボに関するお問い合わせについてはこちらから＞ 
 

【所在地】〒567-0816 大阪府茨木市永代町 4-202 Socio-2・2F（阪急茨木市駅直結） 

【連絡先】TEL：072-621-6015   FAX：072-622-1360   携帯電話番号：090-5675-3128 

    E-mail：ibaraki@proglab.education URL：http://www.proglab.education 

【開校日】水・木・金曜日…13:00～21:00、 土・日曜日・授業準備日…10:00～18:00 
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