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長年、当県本部の顧問議員
をお引き受けいただき、また予
てより、政経懇談会などにおい

内閣官房長官が、安倍総理大

臣の退任に伴い実 施された自

由民 主党の総裁選の結果、第
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診断補助金制度について

政策懇談会開催

全日本神奈川政策研究会
月
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川県議会議員顧問の皆様と
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年２月１日に発

宅地建物取引
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意見交換を行いました。
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第１部では以下３つの要
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全日神奈川政策研究会

祝い申し上げます。

部としましてもこれからの益々

代の総裁に選出されました。
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ても度々ご講演を賜った菅義偉

菅義偉氏 自民党総裁に
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催され３名議員に交え、衆
議院議員牧島かれん氏が駆
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地域政経懇談会の開催を延期・中

このように活動の回数が限られ

る中においても、県本部における

顧問議員を通じての定期的な会

雅章

止とせざるを得なくなりました。

ず受け、上記の政策懇談会も第２

ルスの感染拡大の影響も少なから

一方、世界的な新型コロナウィ

なりました。
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