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新村まさひこ

井上

高校 第18回生

高校 第17回生

高校 第11回生

福岡県議会議員
（南区）

春日市長

筑紫野市議会議員

① 福岡市立花畑小・花畑中卒業
1977．山口大学経済学部卒業
1978〜94．社会科教諭として三宅中・東光中・当
仁中・長丘中で子ども達と歩む。
'99．福岡県議会議員当選（〜現在）
まっすぐ！
② まっすぐ、
③ 料理・脚本
④ 県政・２期目に挑みます。住民の１人として、くら
しと平和をまもるためのとりくみを続けます。
「大濠の新村」は、元気です！
同窓会の皆さまのご支援をお願いします。
⑤ 〒811-1353
福岡市南区柏原6-19-12 新村まさひこ事務所
TEL：092-566-8980 FAX：092-566-8980
Eメール：http://www.kaerukaeru.com

山口

⑤

第

②
③
④

⑤

昌彦

校より福岡大学商学部へ進み、
昭和44年3月卒業、
4月ダイエー入社。店舗開発部長を最後に平成10
年12月退社。翌11年4月の地方統一選挙に立候
補し、
初当選。原田剣心会会長・市剣連副会長
人と人とのふれあいを大切に
スポーツ・読書
故郷・筑紫野の地で生まれ、
育ち、
学び、
家庭を築き、
そして快適に余生を過ごす このことができる地
域社会の実現に向け、邁進しています。社会人と
しての30年間の経験を市政に反映しこの厳しい
経済環境の下で、財政と市民ニーズとの調和のと
れた街づくりを目指します。
〒818-0024
筑紫野市原田7-11-1
TEL 自宅：092-926-2945 事務所：092-919-7726
FAX 自宅：092-926-2947 事務所：092-919-7728

佐々木とおる

福岡市議会議員候補
（東区）

福岡県議会議員
（早良区）

会社取締役社長
福岡県議会議員候補
（東区）

哲治

① 昭和32年６月12日45歳。西新小学校、百道中学

②
③
④

⑤

校を経て昭和51年大濠高校を卒業、創価大学経
営学部を卒業後、
（株）津田産業入社、昭和58年神
崎武法衆院議員の秘書を15年勤め、平成11年４
月福岡県議選に早良区から出馬、初当選。
労苦と使命の中にのみ人生の価値は生まれる。
ウォーキング、
ゴルフ、読書
１期４年間、ブックスタート運動や県立総合射撃
場の環境対策をはじめ教育、環境、福祉、交通問題
に取り組んで参りました。
チャップリンは、
「今までの作品で一番は何」
と聞
かれたとき
「NEXT ONE（次の作品）
」
と答えました。
私も常に一歩先を目指して頑張ります。
〒814-0004 福岡市早良区曙2-1-35
TEL：092-852-1875 FAX：020-4622-1245（D-NET）
Eメール：shinkai̲masahiko@hotmail.com
ホームページ：http://www.shinkaimasahiko.com

吉松

① 昭和33年東区に生まれる。馬出小、福岡中を経て

②
③
④

⑤

源昭

昭和51年大濠高校卒業。福岡大学商学部卒業後
アメリカ西イリノイ州立大学院留学。昭和59年西
鉄旅行（株）入社。平成３年独立し会社を設立。
明るく、
誠実に。
スポーツ観戦（相撲、ラグビー）
父親として子どもたちを守る立場になった時、今
まで見えなかったモノが見えてきました。
次の時代を担う子どもたちや若者に安心してバト
ンタッチできる福岡を目指して、
私は政治の場から、
まっさらな心で地域と向かい合い、一つ一つ問題
に取り組んでいこうと決意しました。
〒813-0042
福岡市東区舞松原２-1-4草場ハイツ
TEL：092-674-2020 FAX：092-674-2022
Eメール：tooru@sasaki-tooru.com

川口

浩

高校 第36回生

高校 第34回生

高校 第26回生

春日市議会議員

福岡県議会議員候補
行政書士

福岡市議会議員
（博多区）

を経て平成元年大濠高校卒業。
平成3年Ｊ
Ａ筑紫入組。
平成11年春日市議会議員初当選。総務常任委員
会副委員長、春日市社会福祉協議会評議員。
一生懸命
家族旅行、野球、詩吟、
ゴルフ
平成11年、大濠高校同窓会の皆様のおかげで、春
日市議会史上最年少28歳の若さで初当選させて
いただき心から感謝申し上げます。大濠魂を誇り
に思い、公正・公平・公開の市政改革に挑戦し、新
時代に相応しい「新生春日市」の実現に向けて努
めてまいります。
〒816-0851
春日市昇町5-96
TEL:092-502-2365 FAX：092-502-2462
Eメール：takesuet@jasmine.ocn.ne.jp
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新開

① 昭和19年7月、筑紫野市にて出生、58歳。大濠高

高校 第23回生

原小学校、粕屋中学校を経て、大濠高校卒業。創価大
学経営学部卒業後、株式会社岩田屋入社。平成9年
史上最年少で外商部第４法人部長就任。平成14年
12月退社。現在、公明党東区委員。
負けじ魂、
ネバーギブアップ！
旅行・読書・スポーツ観戦
44歳という若さとバイタリティを武器に、庶民の声
を政治に届けて参ります。岩田屋時代は、営業の第
一線で、お客様の声をカタチにすることに真剣に取
り組んで参りました。今度は政治の舞台でその経験
を生かして参ります。まじめに働く人たちが報われ
る社会の建設のために全力で闘ってまいります。
〒812-0064
福岡市東区松田３-26-20三愛シティライフ箱崎8-104
TEL：092-611-6533 FAX：092-611-6533
Eメール：info@t-yamaguchi.org

3

⑤

秋洋

高校 第23回生

① 昭和45年8月21日生まれ。32歳。春日小、春日中

⑤

②
③
④

高校、西南学院大学経済学部卒業。昭和62年、福
岡県議会議員初当選（3期）
この間、厚生常任委員
長等を歴任。平成11年、春日市長に初当選。現在、
春日・大野城市・那珂川消防組合組合長、筑紫地
区市町会会長。
先憂後楽
読書、野球
市民との対話の中から市民の心をくみとる…「市
民が、まんなか。」の政治姿勢をモットーに、市民
の生活実感から生まれる発想を生かし、市民参加
と協働のまちづくりを進めていきたい。
市民が日々
の生活や諸活動で輝き、ふれあいを通して安らぎ
を感じることのできる都市をめざして。
〒816-0861
春日市岡本2-76
TEL：092-581-6553 FAX：092-581-2233

横尾

高校 第24回生

武末

②
③
④

① 昭和26年4月10日、春日市生まれ。春日中、大濠

剛司

① 昭和33年7月1日福岡市生まれ。44歳。粕屋町立仲

②
③
④

澄和

号（ 通 算 4 1 号 ）

① 昭和43年5月2日糟屋郡須恵町生まれ。34歳。
昭和62年 大濠高校卒業。
平成 4年 行政書士事務所を設立。
平成 8年 渡辺ともよし衆議院議員秘書。
平成14年 水戸さかき福岡県議会議員秘書。
② 千里の道も一歩から。継続は力なり。
③ 読書、映画鑑賞
④「経済、環境、福祉」、私達県民にとって避けては通
れない重大な課題が山積しています。粕屋郡区か
ら自民党公認で福岡県議会議員選挙に初挑戦し
ます。母校大濠高校の名誉と誇りにかけて一生懸
命に取り組んでまいる所存です。
ご支援ご指導の
程よろしくお願い申し上げます。
⑤ 〒811-2113
粕屋郡須恵町大字須恵712-1
TEL：092-931-1622 FAX：092-931-1633
Eメール：motoaki@e-kasuya.com

昭和54年大濠高校卒業。
① 昭和35年10月3日生まれ。

②
③
④

⑤

昭和58年福岡大学商学部卒業。昭和63年福岡市
議会議員初当選（現在４期目）。平成7年第５委委
員長、平成11年第2委委員長。現在自民党福岡市
議団幹事長、
都市問題等調査特別委員会副委員長。
和、敬天愛人
野球、
ゴルフ、
ドライブ、
読書
スピードある行財政改革の推進、21世紀のテー
マである環境の保全、
国の柱である教育の見直し、
地域での助け合いが重要性を増す福祉の充実、福
岡都市圏一体となって進める広域行政の推進、5
つの柱を立て、市政の改新をめざして、大濠人の
名にはじぬよう全力で取り組んで参ります。がん
ばります。
〒816-0093
福岡市博多区那珂３-12-15
TEL：092-431-3773 FAX：092-411-3417

