皆さまのご参加をお待ちしております
第2回浅野さとし後援会
■日 時：2019年 2月9日
（土）
午前 10 時から12 時まで

のお知らせ
皆さまの
ご参加を
お待ちして
おります

所：「ホテル天地閣」
日立市旭町 2-6-13

■内

容：① 浅野さとし後援会総会
② 衆議院議員 浅野さとし国政報告会

第6号

謹賀新年

国会議事堂の内部を見学してみませんか？
■団体・個人は問わず見学を歓迎します
■土日の見学もご相談に応じます
■平日に限り、議員会館内の食堂利用可（予約制）
■所用時間は、約 1 時間・バス無料駐車場有り
PTA イベント、町内会イベント、
東京へ来たついでに「国会見学」
はいかがでしょうか。事 務 所 員
が丁寧にご案内させていただき
ます。ぜひお気軽にお問合せく
ださい。

衆議院議員
あさ

の

浅野さとし
生 年 月 日 1982 年 9 月 25 日
経

浅野さとし後援会は、

歴 青山学院大学大学院
㈱日立製作所日立研究所

新規会員を募集しています！

日立製作所労働組合研究所支部執行委員

浅野さとしと一緒に、地域に寄り添い、
より
明るい未来をつくっていきましょう！ 一口1,200円

第 48 回衆議院議員総選挙で初当選

後援会入会をご希望の方は、氏名・ご住所・電話番号を
TEL 又はFAX、メールにてお知らせください。あらためて事
務局から、会則・会費納入先などをご連絡させていただきます。

お申込み先⇒⇒浅野さとし後援会 日立事務所

広報板設置ご協力のお願い
ポスター
（右）を掲示していただ
ける方を探しています。所有地（空
地や畑など）やご自宅の塀などに
設置していただける方がいらっしゃ
いましたら、浅野さとし後援会日立
事務所までお気軽にご連絡くださ
い。スタッフがすぐにお伺いしま
す。ご協力宜しくおねがいします。

日立事務所

所属委員会 経済産業委員会委員
原子力問題調査特別委員会理事
災害特別委員会委員
趣

味 ランニング、音楽鑑賞、
カフェ・書店めぐり

家 族 構 成 妻と娘の 3 人家族
日立市在住

ホームページ https://www.asanosatoshi.com/

〒317-0071 茨城県日立市鹿島町 1-11-13
友愛ビル 1 階
TEL 0294 -21- 5522
FAX 0294 -21- 3014
Mail：asano@asano-ofﬁce.net
4

衆議院議員 大畠章宏 秘書

浅野さとしの活動は、
「浅野さとしホームページ」
や各ＳＮＳにて随時情報発信中！
ご覧ください。

広報板大きさ 90cm×90cm

2019.1.1

討議資料

ひら

■場

INFORMATION

新 しい 力 で
未 来 を拓 く

インフォメーション

ご意見・ご要請

浅野さとし後援会

国会事務所

〒100-8981 東京都千代田区永田町 2-2-1
衆議院第一議員会館 406 号室
TEL 03 -3508 -7231
FAX 03 -3508 -3231
Mail：g17398@shugiin.go.jp

浅野さとし後援会会報 『あさの通信』vol.6 2019.1

「凡事徹底・万事徹底」
の年に。
新年あけましておめでとうございます。皆さまが健やかに
新しい年を迎えられたこととお慶び申し上げます。昨年は、
経済産業委員会を中心に計 12 回の質疑に臨み、中小企業支
援の拡充、地域医療支援、新産業創生などに取り組みました。
1 年間の活動に対するご理解とご協力をいただいた皆さま
に感謝申し上げます。
昨年の国会では、働き方改革や外国人労働者問題のほか、
ＴＰＰや漁業法など地域経済に大きな影響を及ぼす法律が改
正される中、産業界や地域の声を国政に届ける必要性を肌で
感じた一年であったのと同時に、政府による公文書改ざんや
与党押し切り型の議会運営など、現在の国政が抱える課題を
直視できた年でありました。また、地元の茨城県におきまし
ては、１２月に行われた県議選におきまして多くの皆さまか
らご支援をいただきましたことに改めて感謝申し上げます。
本年は、
「平成」から新たな元号へ移行されるほか、地元茨
城での国体開催や、２０２０年の東京オリンピックにむけた
準備も加速しなければなりません。昨年以上に政治に対する
信頼が問われる年となると思います。政治に対する信頼を取
り戻すためには、物事を一つひとつ着実に前進させていくこ
とが必要です。そのためにも本年は「凡事徹底・万事徹底」
を念頭に、丁寧に１年を過ごしてまいりたいと思います。例
えば、日々行っている街頭活動や皆さまへお届けする活動報
告、お一人おひとりからいただくご意見ご要望への対応につ
いても、より一層、精進を重ねてまいります。
最後に皆さまの今年一年のご健勝とご多幸をご祈念申し上
げます。本年もよろしくお願い申し上げます。

衆議院議員
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