
ました。私が大竹議員を支援しますのは、

1.「若さ・情熱・行動力で真摯に取組んでいる。」

2.「浅野市長・武藤衆議院議員・足立県会議員と節度を

保ちつつ親密な関係を維持している。」

3.「全市会議員の中で唯一人、八木山校区の住民で最

も同校区のことを愛し、真剣に考え、行動している。」

4.「経験上防災関係に明るい。」等であります。

私は大竹議員に市政でより一層頑張って頂くために強

固な後援会組織にしたいと考えます。

地域社会発展のために皆様の力強いご支援をお願い

申しあげます。

8月23日(土) 松竹会主催市政報告会

8月31日(日) 女性限定研修会（コストコ視察）

9月 1日(月) 平成26年第3回定例会開会（傍聴可）

9月16日(火) 質疑・一般質問（傍聴可）

9月17日(水) 一般質問（傍聴可）

9月24日(水) 建設水道常任委員会（傍聴可）

9月30日(火) 平成26年第3回定例会閉会（傍聴可）

10月26日(日) 日帰り親睦旅行※左側参照

大竹大輔を育てる会

〒509-0131

岐阜県各務原市つつじが丘4-33

TEL058-384-8608 FAX058-384-7536

Email：info@otakedaisuke.com

カフェｵｰﾌﾟﾝ！

CAFE liberte
(カフェ リーベルテ）

※この会報はホームページでも掲載しております！

ブログにて活動報告も随時掲載しております！

暑い日が続きますね！せみの鳴き声も日に日に増え、いよ

いよ夏本番です！冒頭の挨拶にもありましたが、こまめに水

分、塩分補給をして、熱中症には十分お気を付け下さい！

さて、私事ではございますが、7月4日にカフェをオープン

致しました！地域の方やご友人などとのコミュニティの場とし

てどなたでも気軽に集まれる空間を提供できるよう頑張って

まいりますので、どうぞお越しください！それでは、次回の

かえで通信もお楽しみに！ ※カフェの詳細は→
大竹大輔を育てる会 若竹会奥田

一期一会、いつ来られても満足していただけるカ

フェになるようスタッフ一同心がけていきます！

熱中症に気をつけてください！

会長市原廣幸

会長 松井義孝

織も未整備状況下での選挙戦でありました。その後、支援者の間で後

援会組織づくりの話が進展し、発足することとなりました。｢つつじ大竹

大輔を育てる会｣発足に当たり、会長選任につきましては、他に適任者

が多数おられる中、僣越ではございますが、私がお受けすることとなり

昨年２月の市議選で1883票を獲得し

見事初当選を果しました。後援会組松が丘では大竹市議会議員が誕生して

まもなく、私たちのまちに住み続ける若き

議員を私たちで育てようと、ごく自然に、老若男女が集い、

特に同世代の若者達によって昨年１２月に『松竹会』が誕生

しました。この度の本格始動に際して、非力ですが、私が

会長をお引き受けする事となりました。私は以前から大竹
議員、浅野市長を存じており、共に若き

溢れる情熱で地域行政にアグレッシブに

取組む姿を知っております。行政活動を

通じて、住みよいまち住みたいまちにする

ために、大竹議員により一層の市政活動

をしていただきたいと思います。今後とも

地域側も後援会組織を益々充実させたく

皆さま方々の温かいご支援と共に引続き

のご指導、ご鞭撻をお願い

申し上げます。

会長 伏見幸久会長 長尾 憲三

木曽川水園も魅力いっぱいです！

※参加申込書にご記入の上、旅行代金を添えて世話役係又は育てる会事務所までお申込ください。

《世界遺産・羽衣伝説

｢三保の松原｣と焼津・海の幸料理》

拝啓 貴下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃は大竹大輔を育てる会に色々とご協力を戴き厚くお礼申し上げます。

さて、この度秋の日帰り旅行を下記にて実施させて頂くことになりました。なにかと

お忙しい時期かとは存じますが、育てる会の会員の皆様方多数のご参加を賜りま

すよう大竹大輔をはじめ育てる会一同、心よりお待ち申し上げております。

敬具旅行期日 平成26年10月26日（日）

旅行代金 お一人様 8 , 5００円（保険・昼食・ﾊﾞｽ車内での飲料お菓子・ﾋﾞﾝｺﾞｹﾞｰﾑを含む）

行 程 各務原各地 --- 各務原IC ==（途中休憩）== 清水IC --- 世界遺産｢三保の松原｣

7：40頃 7：50 11：20 ～ 12：20

御穂神社・神の道・羽衣の松 --- 安倍川 --- 焼津さかなセンター（海の幸料理と

13：00 ～ 14：40

海産物ショッピング) --- 藤枝岡部IC ==（途中休憩）== 各務原IC --- 各務原各地

18:00頃

お問合せ 大竹大輔を育てる会事務所又は世話役係

旅行部 浅野 携帯番号：090-7866-5324

《事務所》FAX：058-384-8608

主 催 株式会社 悠遊トラベル

岐阜県知事登録第2種240号（一般取扱主任・水谷義廣）

申込締切 平成26年9月27日（土）迄！

〒504-0925 

岐阜県各務原市松本町２丁目１０

営業時間8:00～18:00(LO17:30)

MORNING TIME：8:00～11:00

LUNCH TIME：11:30～14:00

TEA TIME：14:00～17:30

定休日：毎週金曜日

TEL&FAX : 058-383-2050

Mail : info@cafe-liberte.com

URL ：http://www.cafe-liberte.com/

駐車場有

5月2日 藤観会

5月3日 スプリングコンサート

5月4日 大安寺川ホタルを育てる会総会

5月9日 経済教育常任委員会（オブ）

5月11日 第18回八木山校区卓球大会

詩季彩ファッションショー

5月12日 各務原商工会議所青年部監査

5月13日 倫理法人会各務原支部講師

5月14日 つつじが丘福祉講演会

トライフィット経営塾

5月15日 大竹大輔を育てる会第2回研修会

(他2日間）

5月16日 新総合計画特別委員会（オブ）

5月18日 消防団繰法鵜沼地区大会

花と緑の盆栽展

松が丘つつじが丘自治会役員

親睦会

5月19日 東海北陸道グループロータリー

クラブ親睦会設営

5月20日 八木山自然の会春の八木山登山

5月21日 各務原商工会議所青年部役員会

5月22日 政和クラブ会

5月23日 各務原カレー祭2014実行委員会

5月24日 自民党岐阜県連総会

5月25日 松が丘7丁目親睦会

5月26日 建設水道常任委員会行政視察

6月2日 政和クラブ会

6月3日 新総合計画特別委員会（オブ）

各務原カレー祭2014実行委員会

6月6日 平成26年第2回定例会開会

6月8日 消防団操法大会各務原市大会

6月12日 議員全員協議会

6月13日 若竹会定例会

6月14日 社協八木山支部福祉コンサート

6月16日 上池クラブ花の苗搬入

6月17日 各務原商工会議所青年部

役員会

6月18日 第2回定例会質疑・一般質問

6月19日 第2回定例会一般質問

6月21日 つつじが丘4丁目おやじの会

親睦会

6月23日 民生消防常任委員会（オブ）

経済教育常任委員会（オブ）

6月24日 建設水道常任委員会

総務常任委員会（オブ）

6月25日 商工会議所青年部全国大会

誘致委員会

6月26日 つつじが丘シルバータイム

6月27日 第2回定例会閉会

政和クラブ会

6月29日 防災訓練

松竹会役員会

7月2日 行政視察

7月5日 ホタル祭慰労会

7月7日 新総合計画特別委員会（オブ）

総務常任委員会（オブ）

各務原カレー祭2014実行

委員会

7月8日 第3回大竹大輔を育てる

会研修会（他2日間）

7月15日 各務原商工会議所青年部

役員会

7月19日 おがせ池祭り

7月22日 各務原商工鍵所青年部

役員選考会

7月27日 自衛隊視察

日乃出不動尊例大祭

7月28日 上池クラブしだれ桜講座

7月30日 政和クラブ会

7月31日 懲罰委員会（オブ）

※（オブ）＝オブザーバー参加
↑操法大会にて

平素は大竹大輔を育てる会にご厚情を賜り厚くお礼申し上げ

ます。

早いもので、平成25年2月の選挙に初当選させて頂き、一年半

が経とうとしております。その間、大竹議員と共に地域に根差した

活動を念頭に置き、幸せを実感できるまち各務原に向け、活動

して参りましたが、まだまだ道半ばでございます。

取り組む課題は多岐に渡りますが、これらに心置無く大竹議員

が対処できるよう、つつじが丘育てる会市原会長、松竹会松井

会長、若竹会長尾会長と力を合わせ精進して参ります。

今後もご指導、ご鞭撻の程よろしくお願いします。

梅雨も明け、いよいよ本格的な夏を迎えます。

ご皆様のご健康を心よりお祈りいたます。

暑中見舞い申し上げます。

どうぞ、宜しくお願い申し上げます！

大竹議員が目指す市政の実現に向けて微力ではご

ざいますが、お手伝いができればと思っております。

皆様のお力添えを頂き、若い力で大竹議員を支え、

後援会活動を盛り上げて参ります。

ご協力のほど宜しくお願い申しあげます！

不定期ではございますが、若竹親睦会を開催し

ております。

是非お気軽に参加してみてください！

大竹大輔を育てる会青年部、若竹会会長

を仰せつかりました長尾憲三と申します！

※開催日時等は

ホームページ

にて！


