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新年のご挨拶

3 期目の折り返し点を迎え、議員活動の邁進へ！

明けましておめでとうござまいす。皆様におかれまして
は、穏やかな新年を迎えられ、お慶びを申し上げます。
日頃から、久保あつこと創る未来ネット（後援会）にご支
援・ご協力をいただき感謝と御礼を申し上げます。「久保あ
つこと創る未来ネット」は平成 14 年 12 月に結成し、3 回
の選挙を戦い抜き、皆様のご支援をいただき 10 年目を迎え
るに至っております。この間の各種の取り組みに対するご支
援・ご協力に対し、後援会として重ねて御礼を申し上げます。
後援会は久保議員の議会活動を支える組織です。24 年度
の取り組み経過は下記の通りです。数少ない事務局体制の中
で精一杯の取り組みを行っています。不十分な点が多々あり
ますが、皆様のご支援・ご協力をいただきながら 25 年度も
活動・取り組みを行ってまいりたいと考えます。
久保議員は 3 期目の折り返し点を迎え、皆様とお約束をし
た公約実現のため、一層の努力と取り組みの強化を図ってま
いります。後援会として微力ではありますが、
久保議員を支える組織として頑張る所存です。
皆様の一層のご支援・ご協力をお願い申し上
げ、年頭の挨拶と致します。

新年、明けましておめでとう
御座います。本年も皆様のご支
援をいただき議員活動に邁進し
て取り組む決意です。
３期目の議員活動もすでに１
年８ヶ月が経過しました。皆さ
まと公約した政策の実現のため
に日々努力し、成果が少しづつ
現れてきています。
当面の課題としてイオンモー
ルと中心市街地の活性化につい
て、ものづくり大学の実現に向
けて取り組んでいきますので、
皆さまのご支援・
ご協力をお願い申
し上げます。
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今年も頑張ります！

平成 25 年 1 月吉日

久保 あつこ

～～～２４年度の後援会活動報告～～～
後援会は久保議員の議会活動を支える組織です
《ニュース発送作業》
①１月２７日 つうしんぼ NO.35 レターNO.16
②４月２４日 つうしんぼ NO.36
③７月３１日 つうしんぼ NO.37 レターNO.17
④１０月３１日 つうしんぼ NO.38
《クボアツ学習会》
①５月２２日 第５回 学校給食問題
《親睦パークゴルフ大会》
①５月２０日 第４回 嵐山ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場
②10 月 21 日 第５回 東光ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場
《議会傍聴》
①３月 ６日 第１定例会
②６月２６日 第２定例会
③９月１９日 第３定例会
④１２月２１日 第４定例会

《後援会総会》
８月２８日 第９回総会
・懇親会
（ﾋﾞｰﾙﾊﾟｰﾃｨ）
《事務局会議》
①第 9 回 １月１６日
②第 10 回 ２月２０日
③第 11 回 ３月１９日
④第 12 回 ４月２４日
⑤第 13 回 ５月１４日
⑥第 14 回 ６月１９日
⑦第 15 回 ８月 ６日
⑧打合会議 ８月２３日
⑨第 16 回 １０月 １日
⑩第 17 回 １１月１９日

《２５年度の取組み》
今年度も引き続き、皆様のご協
力をいただいて後援会活動を行っ
てまいりますので、よろしくお願い致し
ます。
(1) 議会傍聴の取組み
(2)「議会つうしんぼ」発行
(3) 後援会レターの発行
(4) ニュース発送作業
(5) 後援会役員会
(6) 後援会総会・懇親会の開催
（ビールパーティ）
(7) クボアツ学習会
(8) 親睦パークゴルフ大会
(9) 通年カンパのお願い
(郵送料のカンパをお願い致します)

第 9 回総会・懇親会

８月２８日 花月会館

総会は今回で９回目を迎えました。年１回の
後援会の活動報告・議会報告と親睦をはかるた
めの懇親会（ビールパーティ）をあわせて開催
しています。約２００名の皆様にご参加いただ
き、懇親会ではビンゴ＆お楽しみ抽選会を行い
楽しい一時を過ごすことが出来ました。特に抽
選会では番号を呼ばれる度に大きな歓声があ
がり、大喜びしていただけたことに主催者（事
務局）として大変満足をしています。
総会・懇親会の成功
に向けて会券を取り扱
っていただいた役員及
び支援者の皆様、景品
を寄贈していただいた
皆様に心から感謝と御
礼を申し上げます。
会場いっぱいの参加者

「議会報告」久保議員

「抽選会」当選者の喜びの声

後援会 2４年度 収支報告

１月～12 月分
24. 12. 31 現在

平成２４年度

明

細

金

Ｈ23 年度繰越残

額
422,753

パークゴルフ会費(5 月・10 月)

108 人×1,000 円

108,000

24 年総会＆ﾋﾞｰﾙﾊﾟｰﾃｨ会券

241 人×2,500 円

602,500

会場カンパ

総会寺

その他カンパ

1/1～12/31

15,866
381,620

雑収入

0

預金利息

通帳利息

29

収 入 合 計
《支出の部》

1,530,768
明

細

恒例となりました親睦
パークゴルフ大会も５回
目を迎えることとなり、
10 月 21 日東光スポーツ
公園内のパークゴルフ場
で開催いたしました。
男女あわせて６０名の
参加をいただき、親睦を深
めることが出来ましたが、
この日は秋晴れとはいか
ず、雨と寒さに耐えながら
プレーに集中していたの
が印象的でした。反省点と
してもっと暖かい時期に
開催すべきとの声が多く
出されました。参加されま
した皆様大変ご苦労さま
でした。
成績の結果は右欄の通
りです。今回は男女とも優
勝は両角夫妻で、初めての
快挙となりました。ちなみ
に久保議員は今回も最下
位となり、「次回は頑張る
ぞ」と意気込んでいまし
た。次回も多くの皆様の参
加をお待ちしています。
(大会事務局)

24 年 10 月 21 日
東光パークゴルフ場

男女とも優勝の両角ご夫妻
【成績発表】4 ﾎｰﾙ P132
男性の部
優 勝 両角 荘六
98
準優勝 久保田寿文 102
第３位 田村 利男 104
第４位 中泉 栄次 104
第５位 加藤 正史 105
女性の部
優 勝 両角 澄子 108
準優勝 網頭れい子 108
第３位 山口トヨコ 112
第４位 斉藤 米子 112
第５位 小山裕美子 114
＊ 同点の場合は年齢順で
順位を決めています。
ホールインワン賞 ５名

ニュース郵送料が足りません！

皆様のカンパをお願い致します！

後援会費決算報告

《収入の部》

第５回 親睦パークゴルフ大会

金

額

後援会の財政は、支援者の皆様の
カンパと会費で運営しています。主な
支出はニュースの年２回の郵送料で
す。後援会活動は事務局・役員すべ
てボランテェアで行っていますが、皆
様から郵送料をいただいていません
ので、郵送料を通年カンパでお願い
するしかありません。
左記のとおり現在の財政状況は大ピンチの状況で
す。郵送料を捻出するために、ぜひ、ご理解いただき、

総会･ﾋﾞｰﾙパーティ諸経費

トヨーホテル他

541,500

後援会レター発行経費

用紙・発送料・室料他

433,914

「カンパ用紙」を同封いたしましたので、ご理解

パークゴルフ諸経費(5 月・10 月)

景品・写真代他

133,866

とご協力をよろしくお願い致します。

クボアツ学習会諸経費

5/23 開催

郵送料

案内状・礼状ﾊｶﾞｷ

事務用品・消耗品代

6,900
4,100
11,633

交際費

慶弔関係・会合参加

91,220

事務局諸経費

PC 関係・事務所使用料

142,668

その他雑費

4,180

久保あつこと創る未来ネット 事 務 局
070-0037 旭川市７条通７丁目
七福ビル 2F 久保あつこ事務所内

メール kuboastu@wmail.or.jp

支 出 合 計

1,370,041

ホームページ astuko@kuboastu.net

収入合計 － 支出合計 ＝

160,727

郵便振替口座
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