
2月 伊藤　とし子 川口　えみ 松島　こずえ 五十嵐　ともみ

1 火
鴨川メガソーラー予定地視察 鴨川メガソーラー予定地現地視察 鴨川メガソーラー予定地現地視察

葬祭組合説明

2 水
佐倉市長表敬訪問 通学路報告書を副市長に提出 通学路報告書を副市長に提出 通学路報告書を副市長に提出

反貧困ささえあい千葉Zoom会議 通学路ハガキくださった方まわり 通学路報告集（ハガキをくれた人訪問）

3 木
さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会

政策調査室Zoom会議 債権管理課ヒヤリング 債権管理課ヒアリング、改憲問題学習会 債権管理課ヒアリング

4 金
さくらネット通信4校 さくらネット通信4校 広報公聴委員会、さくらネット通信4校 さくらネット通信4校
Zoom学習会「公務非正規で働く女性たちの現
実」

Zoom学習会「公務非正規で働く女性たちの現
実」

Zoom学習会「公務非正規で働く女性たちの現
実」

5 土
「デジタル改革と自治体の個人情報保護のゆく
え」オンライン学習会

Zoom：第52回市町村議会議員研修会

わかばネットZoomおしゃべりサロン いんばぬまシンポジウム

6 日
予算委員会基礎勉強会 （１期・２期向け）基礎勉強会 「サイバー局新設と警察法改悪に反対する市

民集会」オンライン
Zoom県ネット学習会本田宏さん「都立公社病
院の独法化、公立・公的病院の再編統合を考
える」

「サイバー局新設と警察法改悪に反対する市
民集会」オンライン

Zoom県ネット学習会本田宏さん「都立公社病
院の独法化、公立・公的病院の再編統合を考
える」

7 月
zoom県ネット臨時運営委員会

議案説明

8 火
ゲノム編集食品の現状

9 水
議会運営委員会 議案説明 議案説明 議案説明

Zoom学習会「非正規公務員問題基礎講座」
Zoom学習会「非正規公務員問題基礎講座」
(実践編）

ヒアリング 葬祭組合議会、Zoom学習会「非正規公務員問
題基礎講座」

10 木
Zoom学習会「地方×国政策情報センター」 2022年度当初予算説明、Zoom学習会「地方×

国政策情報センター」
2022年度当初予算説明、Zoom学習会「地方×
国政策情報センター」

2022年度当初予算説明、Zoom学習会「地方×
国政策情報センター」

脱炭素の学習会、有機農業の学習会 ZOOM：種から育てよう

11 金 Zoom学習会「阿部知子さん」

12 土
Zoom会議「しごと探し」

Zoom県ネット学習会「岸田政権下で膨張する
軍事予算」

Zoom県ネット学習会「岸田政権下で膨張する
軍事予算」

Zoom県ネット学習会「岸田政権下で膨張する
軍事予算」

Zoom県ネット学習会「岸田政権下で膨張する
軍事予算」

13 日
コロナの学習会

14 月
予算委員会ヒアリング 市議会通告 ヒアリング 市議会通告

Zoom役員会 議案ヒヤリング 市議会通告、HPV訴訟報告会、脱炭素化学習
会

15 火
議案ヒヤリング 議会運営委員会傍聴 議会運営委員会傍聴

議会運営委員会 ヒアリング

16 水
議会運営委員会、県議会開会 通信配布者まわり 通信配布者回り、食品表示について食の安全

議連に私たちの声を届けるオンライン集会
食品表示について食の安全議連に私たちの声
を届けるオンライン集会 教育委員会定例会議傍聴

17 木
議会質問ヒヤリング 議会質問ヒヤリング

カーボンニュートラル学習会 ヒアリング

18 金
Zoom山形大学生アンケートヒアリング、zoom
政策調査室

議会質問ヒヤリング ヒアリング ヒアリング

ZoomHPVワクチン東京訴訟支援例会 配布者回り、HPVワクチン東京訴訟報告会

19 土
「デジタル時代の子育てを一緒にアップデートし
ませんか」弥富公民館オンライン学習会

Zoom学習会「HPVワクチン名古屋訴訟支援」 配布者まわり 子育て教室、Zoom学習会「HPVワクチン名古
屋訴訟支援」

20 日
Zoom県ネット情報紙編集会議 さくらネット通信配布 東海原発

子育てフォーラム「コロナ禍における子どもを取
り巻く環境の変化～どうする大人！？～」

子育てフォーラム「コロナ禍における子どもを取
り巻く環境の変化～どうする大人！？～」

21 月
さくら通信配布 市議会開会、産業振興課ヒヤリング 議案打ち合わせ

貧困問題オンラインセミナー「ニート ひきこもり 
少年院 若者支援の現場から」

市議会開会、予算委員会、ヒアリング 市議会開会

22 火
県議会質問

予算委員会ヒアリング ソーラーシェアリング学習会、配布者回り、被ば
く学習会 通信配布

23 水
市民の力で佐倉を変える会運営委員会 ヤングケアラー～子ども気を取り戻すために

Zoom学習会「新医協」Zoom会議「市長を選ぶ
会」

通信配布 ヤングケアラー、HPVワクチン学習会、結通信
編集会議

市民の力で佐倉を変える会運営委員会

24 木
県議会質問 「子どもの権利と学び」

予算委員会ヒアリング 「千葉市における子どもの居場所づくりと人材
育成の取り組みから」

「千葉市における子どもの居場所づくりと人材
育成の取り組みから」

25 金
県議会質問

Zoom政策調査室

26 土
さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会

「どうなる？私たちの食の未来～ゲノム食品が
スーパーに並ぶ日～」オンライン学習会

「どうなる？私たちの食の未来～ゲノム食品が
スーパーに並ぶ日～」オンライン学習会

「どうなる？私たちの食の未来～ゲノム食品が
スーパーに並ぶ日～」オンライン学習会

「どうなる？私たちの食の未来～ゲノム食品が
スーパーに並ぶ日～」オンライン学習会

27 日
反貧困ささえあい千葉相談会

28 月
議会運営委員会、県議会質問 市議会一般質問 議会運営委員会傍聴、市議会一般質問 市議会一般質問

議会運営委員会



1月 伊藤　とし子 川口　えみ 松島　こずえ 五十嵐　智美

1 土

2 日

3 月

4 火
Zoom県ネット臨時運営委員会 広報・公聴委員会 広報・公聴委員会傍聴

5 水
通園・通学路調査

6 木

7 金
さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会

通学路報告会打ち合わせ 通園・通学路報告会打ち合わせ

8 土 Zoom学習会：石木ダム不要の根拠 Zoom学習会：石木ダム不要の根拠

9 日
佐倉市消防出初式出席 佐倉市消防出初式出席 佐倉市消防出初式出席

10 月
佐倉市成人式出席、新佐倉図書館街宣 佐倉市成人式出席 佐倉市成人式出席、新佐倉図書館街宣

新佐倉図書館宣伝活動

11 火
Zoomフェミニスト議員連盟パワーアップ集中講
座

通学路写真撮影

女性議員パワーアップ集中講座

12 水
Zoom代理人会議、Zoom市民要望打合せ 代理人会議Zoom 代理人会議Zoom

Zoom幹事会 通学路問合せ

13 木
通園・通学路調査等

14 金
子育て支援推進委員会傍聴

ZoomHPVワクチン東京訴訟支援幹事会例会 HPVワクチン東京訴訟オンライン 子育て支援推進委員会傍聴

15 土
市民相談‗通学路について

16 日
木更津シェアハウス見学 木更津グループホーム・デイサービス視察

Zoom放射線副読本学習会 Zoom学習会：原子力は減思力～安全神話に
だまされないために

Zoom学習会：原子力は減思力～安全神話に
だまされないために

Zoom学習会：原子力は減思力～安全神話に
だまされないために

17 月
Zoom臨時幹事会、さくらネット通信初校 さくらネット通信初校 さくらネット通信初校 さくらネット通信初校

議会改革委員会タブレットデモンストレーション

18 火
病気療養児保護者と県との懇談

さくら県ネット総会議案書説明会 国保運営協議会傍聴

19 水
市民エネルギーちばオンライン懇話会 市民エネルギーちばオンライン懇話会 市民エネルギーちばオンライン懇話会

池田徹さんとの年賀挨拶 教育委員会定例会会議傍聴 教育委員会定例会会議傍聴

20 木
市内事業者アンケート調査会派打ち合わせ 議会で行ったアンケート調査のまとめ 会派会議、市民の力で佐倉を変える会運営委

員会
Zoom学習会「韓国ではコロナ禍のエッセンシャ
ルワーカーの窮状にどう対応したのか？」

「品種名が消えた『雑穀』」オンライン学習会
カーボンニュートラル学習会、市民の力で佐倉
を変える会運営委員会、OKシード学習会

議会改革委員会タブレットデモンストレーション

21 金
Zoom県情報紙企画会議、

Zoom県ネット総会打合せ Zoom県ネット総会打ち合わせ 選考委員会

22 土
革新懇「伊藤真さん憲法学習会」 革新懇「伊藤真さん憲法学習会」 有機給食について生産者と意見交換会

有機米生産者懇談 革新懇「伊藤真さん憲法学習会」、オンライン被
ばく学習会

Zoom：第51回市町村議会議員研修会

23 日
「考えよう！子どものあそび」TOKYO PLAY嶋
村仁志氏オンライン学習会

24 月
さくらネット通信2校 さくらネット通信2校 さくらネット通信2校 さくらネット通信2校

Zoom：市町村議会議員特別セミナー Zoom：市町村議会議員特別セミナー

25 火
県ネット運営委員会 「自治体業務とガバメントクラウド」研修会 Zoom：市町村議会議員特別セミナー Zoom：市町村議会議員特別セミナー

「コロナ禍貧困の記録」雨宮処凛オンライン学
習会 地球ハウス学校 Zoom：生活保護行政の何が問題か

26 水
代表者会議傍聴、「自衛隊への自治体の適齢
者名簿提供問題」オンライン学習会 会派代表者会議傍聴 会派代表者会議

Zoom本田宏さん学習会
「新型コロナで明らかになった医療・社会保障
崩壊」Zoom本田宏氏学習会

「自衛隊への自治体の適齢者名簿提供問題」
オンライン学習会

Zoom本田宏さん学習会

27 木
会派打ち合わせ ２月議会質問打ち合わせ 会派打ち合わせ

通学路について道路維持課ヒヤリング 通園・通学路ヒアリング、気候変動学習会 道路維持課ヒアリング

28 金
「人新世を生き延びるために何ができるのか」
斎藤幸平氏院内学習会オンライン

ZoomHPVワクチン問題議員向け学習会 ZoomHPVワクチン問題議員向け学習会 ZoomHPVワクチン問題議員向け学習会

29 土
市民ネットワーク千葉県総会オンライン 石けん運動 Zoom：ローカルパーティーの可能性を考えるセ

ミナー

市民ネットワーク千葉県総会オンライン 市民ネットワーク千葉県総会オンライン

30 日
こども体験フォーラムZOOM

31 月
さくらネット通信3校 さくらネット通信3校 さくらネット通信3校 さくらネット通信3校

Zoom都ネット総会学習会


