
別紙様式

支出年月日 支出区分 支出内容 支払先等

平成26年4月16日 弔費 故　末廣オスミ様　葬儀（１００歳） 5,000 円 喪主　末廣　チヅ子　様

平成26年4月17日 祝費 国東市商工会青年部総会 5,000 円 国東市商工会青年部

平成26年4月27日 祝費
牧泰濤先生毎日書道展
審査会員昇格祝賀会

10,000 円
牧泰濤先生毎日書道展審査
会員昇格祝賀会実行委員会

平成26年4月28日 祝費 国東市商工会役員懇談会 5,000 円 国東市商工会

平成26年4月30日 会費 平成２６年度国見町区長会総会・懇親会 5,000 円 国見町区長会

平成26年4月23日 祝費 電報２１件 21,512 円 別紙

平成26年4月27日 贈答費
現日欧産業協力センター事務局長
来市時の土産（乾椎茸、清酒）

4,900 円
現日欧産業協力センター
事務局長　塚本弘様

４月分　計 56,412 円

平成　２６　年　４　月分　　　　　　市長交際費

支出金額



別紙様式

支出年月日 支出区分 支出内容 支払先等

平成26年5月1日 祝費
大分県市町村職員年金者連盟
東国東支部国東分会総会

5,000 円
大分県市町村職員年金者連
盟東国東支部国東分会

平成26年5月8日 祝費 平成２５年度国見町椎茸生産組合連合会総会 5,000 円 国見町椎茸生産組合連合会

平成26年5月9日 会費 大分県建設業協会国東支部総会 5,000 円 大分県建設業協会国東支部

平成26年5月10日 会費 第２２回大分合同新聞社賞受賞記念祝賀会 6,000 円
第２２回大分合同新聞社賞
受賞記念祝賀会実行員会

平成26年5月13日 祝費 国東市集落営農法人連絡協議会総会 5,000 円
国東市集落営農法人連絡
協議会

平成26年5月16日 祝費 ＪＡおおいた国東地域柑橘研究会総会 10,000 円 ＪＡおおいた国東地域柑橘研究会

平成26年5月16日 祝費 ヒーリングスポット９２３協議会設立総会 5,000 円 ヒーリングスポット９２３協議会

平成26年5月17日 会費 国東高校東京同窓会総会・懇親会 10,000 円 国東高校東京同窓会

平成26年5月18日 弔費 故　財前ソヨ様葬儀（１０１歳） 5,000 円 喪主　財前繁　様

平成26年5月20日 祝費 くにさき配食サービス組合総会 5,000 円 くにさき配食サービス組合

平成26年5月23日 会費 くにさき企業会定例会・情報交換会 5,000 円 くにさき企業会

平成26年5月24日 祝費
国東高等学校伊予野丘同窓会
平成２６年度通常総会

10,000 円 国東高等学校伊予野丘同窓会

平成26年5月25日 祝費 第８回農事組合法人よしき通常総会 5,000 円 農事組合法人よしき

平成26年5月26日 弔費 故　長松政江様葬儀（１００歳） 5,000 円 喪主　長松文雄様

平成26年5月28日 祝費 平成２６年度東国東神楽協議会総会 5,000 円 東国東神楽協議会

平成26年5月29日 会費
北九州ﾌﾞﾛｯｸＢ＆Ｇ地域海洋ｾﾝﾀｰ
連絡協議会総会・情報交換会

5,000 円
北九州ﾌﾞﾛｯｸＢ＆Ｇ地域海洋
ｾﾝﾀｰ連絡協議会

平成26年5月30日 祝費 大分味一ねぎ国東支部総会 5,000 円 大分味一ねぎ国東支部

平成26年5月31日 会費
第７回全国ロングトレイルフォーラム
in国東半島・交流会

4,000 円 国東半島峯道ロングトレイルクラブ

平成26年5月3日 賛助費
2014ツール・ド・国東
提供品（海産物セット）

5,000 円
ツール・ド国東
実行委員会事務局

平成26年5月17日 賛助費
在京大分県人会総会提供品
（海産物セット）

10,000 円 在京大分県人会

平成26年5月23日 祝費 電報５件 4,940 円 別紙

５月分　計 124,940 円

平成　２６　年　５　月分　　　　　　市長交際費

支出金額



別紙様式

支出年月日 支出区分 支出内容 支払先等

平成26年6月6日 会費 国東市観光協会総会 4,000 円 国東市観光協会

平成26年6月6日 祝費 国見歌舞伎保存会総会 5,000 円 国見歌舞伎保存会

平成26年6月8日 会費 大分県体育協会会長と競技団体との懇親会 3,000 円 大分県体育協会

平成26年6月13日 会費 大分の明日を語る会 8,000 円 大分の明日を語る会

平成26年6月25日 祝費 農事組合法人いとなが総会 5,000 円 農事組合法人いとなが

平成26年6月29日 祝費 吉松地区紫陽花まつり 5,000 円
吉松地区紫陽花まつり実
行委員会

平成26年6月30 祝費 電報２件 2,482 円 別紙

６月分　計 32,482 円

平成　２６　年　６　月分　　　　　　市長交際費

支出金額



平成26年4月14日
別府杵築速見国東地区第８５回メーデー実行委員会
実行委員長　洲崎公孝様 　　第８５回メーデー　祝電

平成26年4月14日 市議　滝口公明様　当選祝い

平成26年4月14日 市議　石川泰也様　当選祝い

平成26年4月14日 市議　秋国良二様　当選祝い

平成26年4月29日 元歯科医師会理事　栗林稔様　　春の叙勲受章　祝電

平成26年4月14日 市議　野田忠治様　当選祝い

平成26年4月14日 市議　馬場將郎様　当選祝い

平成26年4月29日 元国東市消防団長　池田一彌様　　春の叙勲受章　祝電

平成26年4月15日
武蔵町愛育会　佐木恵子　様
平成26年愛育班活動功労者表彰受賞祝電

平成26年4月14日 市議　木付親次様　当選祝い

平成26年4月14日 市議　木田憲治様　当選祝い

平成26年4月14日 市議　森正二様　当選祝い

平成26年4月14日 市議　宮永英次様　当選祝い

平成26年4月14日 市議　後藤貴志様 当選祝い

平成26年4月14日 市議　明石和久様　当選祝い

平成26年4月14日 市議　大谷和義様　当選祝い

平成26年4月14日 市議　宇都宮郁様　当選祝い

平成26年4月14日 市議　宮園正敏様　当選祝い

平成26年4月14日 市議　唯有幸明様　当選祝い

平成26年4月14日 市議　堀田一則様　当選祝い

平成26年4月14日 市議　堤康二郎様　当選祝い

平成26年4月14日

平成26年4月14日 市議　吉田眞津子様　当選祝い

市議　丸小野宣康様　当選祝い　

受取人・対象者等発信日

元国東市消防司令長　稙田旨夫様　春の叙勲受章　祝電

平成26年4月14日 市議　元永安行様　当選祝い

電報送付先（４～６月分）

大分県商工会連合会長　清家孝様　葬儀　弔電

大今直様、明石居恵様　（明石和久市議ご令嬢）結婚披露宴　祝電

部落解放同盟大分県連合会　執行委員長　清田昌助　様
部落解放同盟大分県連合会第４２回定期大会　祝電

平成26年4月15日

平成26年5月20日

平成26年5月28日

平成26年6月3日


