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首相動静 (5月 ■5日 )
2021年 05月 15日22時 28分

午前 8時現在、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

午前中は同議員宿舎で過ごす。

午後 1時 1分、同議員宿舎発 .

午後 1時 6分、公邸着。

午後 2時 10分から同 58分まで、岩崎文裕

1 岩崎学園理事長、野島亮司ノジマ副社長ら。

午後 2時 59分から同 3時 31分まで、株式

会社「麻生」の麻生巌社長、桜十字グループの西川朋希代表。同33分から同4時 38分

まで、杉本達治福丼県知事。田村憲久厚生労働相、赤羽一嘉国土交通相、加藤勝信宮房長

宮、西村康稔経済再生担当相、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長同席。同 3

9分から同5時 8分まで、田村厚労相、赤羽国交相、加藤官房長官、西村経済再生担当

相、吉田新型コロナウイルス感染症対策推進室長.

午後 5時 24分、公邸発。

午後 5時 30分、東京 。赤坂の衆院議員宿舎着 .

午後 10時現在、同議員宿舎。
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関連記事

【首相動静】首相の一日～2021年 5月 ～

コンビニで現金支払いはやめた方が良い。その理由に納得。 [PromOted]

逆切れ首相、容赦ない質問は久々登場の若手記者たちからだつた 【コメントライナ

ー】

首相動静(5月 14日 )

なぜコンビニでは現金で支払うべきでないのか ?その理由を知つて納得。

[PrOmOted]

コメン トは こちら (最大500文字 )
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【URLの貼り付けは禁止です。選挙期間中、落選を目的にして候補者に関する虚偽のコメントなどを投稿した場合、

法令に達反する恐れがあります】
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公邸に司令塔いるみたい
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Web新規入会で最大30′000円分ギフ

トカードプレゼント !

新型コロナウイルス最新情報

感染者+68′ 470人 総計 3′ 867′ 744人
※2月 12日現在、クルーズ船客ら除く
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首相動静 (5月 16日 )

2021年 05月 16日 22時03分

午前 10時現在、東京・赤坂の衆院議員宿

全

午前中は同議員宿舎で過ごす。

午後 1時 53分、同議員宿舎発。

午後 1時 56分、公邸着。

午後 2時から同 50分まで、熊谷亮丸内閣官

房参与。

午後 2時 52分から同 3時 20分まで、和泉洋人首相補佐官、吉田学新型コロナウイル

ス感染症対策推進室長、厚生労働省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監。同 33分か

ら同 4時 5分まで、株式会社「麻生」の麻生巌社長、桜十字グループの西川朋希代表。河

野太郎規制改革担当相、和泉首相補佐宮、大島一博厚労省官房長同席。

午後 4時 38分、公邸発。

午後 4時 43分、東京・赤坂の衆院議員宿舎着。

午後 10時現在、同議員宿舎。
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関連記事                               :
【首相動静】首相の一日～ 2021年 5月 ～

コンビニで現金支払いはやめた方が良い。その理由に納得。 [PromOted]

逆切れ首相、容赦ない質問は久々登場の若手記者たちからだつた 【コメントライナ

ー】

首相動静(5月 15日 )

都市部との二拠点ワークを叶える、広島11市町のお試しオフィス IPromOted]

rll用 規約を通守の上、ご投稿ください。

|コ メン トはこち ら (最大500文字 )

【URLの貼り付けは禁止です。選挙期間中、

法令に違反する恐れがあります】
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プ 新型コロナウイルス最新情報

感染者+68′ 470人  総計 3′ 867′ 744人
※2月 12日現在、クルーズ船客ら除く
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l年以上経つても何ら学習能力の無いコロナ対応は完全に入災。自民党菅政権にはもはや無

理。さつさと交代すべき。
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