
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                               

    

                       

鶴が丘一丁目      第１１９号 

町内会だより  

 

平成２４年５月１８日発行 
世帯数 1,20２(H.2４.３.31 現在) 

平成２４年度平成２４年度平成２４年度平成２４年度町内会町内会町内会町内会活動について活動について活動について活動について                    

                                                                                            一丁目一丁目一丁目一丁目町内会長町内会長町内会長町内会長    小林国男小林国男小林国男小林国男    

震災から１年と２ヶ月が過ぎました。皆様にも、まだまだその被害の最中で震災から１年と２ヶ月が過ぎました。皆様にも、まだまだその被害の最中で震災から１年と２ヶ月が過ぎました。皆様にも、まだまだその被害の最中で震災から１年と２ヶ月が過ぎました。皆様にも、まだまだその被害の最中で    

あったり、悪夢を忘れることができない方々が大勢いらっしゃることと思いまあったり、悪夢を忘れることができない方々が大勢いらっしゃることと思いまあったり、悪夢を忘れることができない方々が大勢いらっしゃることと思いまあったり、悪夢を忘れることができない方々が大勢いらっしゃることと思いま    

す。改めて犠牲になった方々のご冥福をお祈り致します。す。改めて犠牲になった方々のご冥福をお祈り致します。す。改めて犠牲になった方々のご冥福をお祈り致します。す。改めて犠牲になった方々のご冥福をお祈り致します。    

先日４月先日４月先日４月先日４月１５日に定例総会を終えました。暗中模索で失敗も重ねながらの１１５日に定例総会を終えました。暗中模索で失敗も重ねながらの１１５日に定例総会を終えました。暗中模索で失敗も重ねながらの１１５日に定例総会を終えました。暗中模索で失敗も重ねながらの１    

年でしたが、２年目はやり切れなった活動を実現したいと願っています。総年でしたが、２年目はやり切れなった活動を実現したいと願っています。総年でしたが、２年目はやり切れなった活動を実現したいと願っています。総年でしたが、２年目はやり切れなった活動を実現したいと願っています。総会会会会    

の折にも述べましたが、町内会活動を皆様のための活動にするには、皆様がの折にも述べましたが、町内会活動を皆様のための活動にするには、皆様がの折にも述べましたが、町内会活動を皆様のための活動にするには、皆様がの折にも述べましたが、町内会活動を皆様のための活動にするには、皆様が    

声を出してご意見、ご提案をぶつけてくれることです。そのために３人の副会声を出してご意見、ご提案をぶつけてくれることです。そのために３人の副会声を出してご意見、ご提案をぶつけてくれることです。そのために３人の副会声を出してご意見、ご提案をぶつけてくれることです。そのために３人の副会    

長が地区を分担して各地区の班長会などに同席し、町内会で議論を報告もし、長が地区を分担して各地区の班長会などに同席し、町内会で議論を報告もし、長が地区を分担して各地区の班長会などに同席し、町内会で議論を報告もし、長が地区を分担して各地区の班長会などに同席し、町内会で議論を報告もし、    

更に皆様の声も聞かせて頂きます。役員構成は、１０人の今までの役員が辞任し８人の新任役員と交代しました。更に皆様の声も聞かせて頂きます。役員構成は、１０人の今までの役員が辞任し８人の新任役員と交代しました。更に皆様の声も聞かせて頂きます。役員構成は、１０人の今までの役員が辞任し８人の新任役員と交代しました。更に皆様の声も聞かせて頂きます。役員構成は、１０人の今までの役員が辞任し８人の新任役員と交代しました。    

これは役員輪番選出の問題点「今までの経験、知識、ノウハウが継承しにくいこと」を解決するため、１年毎これは役員輪番選出の問題点「今までの経験、知識、ノウハウが継承しにくいこと」を解決するため、１年毎これは役員輪番選出の問題点「今までの経験、知識、ノウハウが継承しにくいこと」を解決するため、１年毎これは役員輪番選出の問題点「今までの経験、知識、ノウハウが継承しにくいこと」を解決するため、１年毎    

に少しずつが交代する体制で、「継続性保持」が目的です。１人程度の委員会役員が新任の方になり、辞任されに少しずつが交代する体制で、「継続性保持」が目的です。１人程度の委員会役員が新任の方になり、辞任されに少しずつが交代する体制で、「継続性保持」が目的です。１人程度の委員会役員が新任の方になり、辞任されに少しずつが交代する体制で、「継続性保持」が目的です。１人程度の委員会役員が新任の方になり、辞任され    

た旧役員は顧問として活動に参加します。た旧役員は顧問として活動に参加します。た旧役員は顧問として活動に参加します。た旧役員は顧問として活動に参加します。    

    ２点目の変化は、１０地区（旧ＮＴＴ社宅）に３つの班ができ本格的に町内会活動に参加されるようになり、２点目の変化は、１０地区（旧ＮＴＴ社宅）に３つの班ができ本格的に町内会活動に参加されるようになり、２点目の変化は、１０地区（旧ＮＴＴ社宅）に３つの班ができ本格的に町内会活動に参加されるようになり、２点目の変化は、１０地区（旧ＮＴＴ社宅）に３つの班ができ本格的に町内会活動に参加されるようになり、    

また同時に９地区（ＮＴＴ第１社宅）は世帯数の変化に合わせて１班の構成となります。また同時に９地区（ＮＴＴ第１社宅）は世帯数の変化に合わせて１班の構成となります。また同時に９地区（ＮＴＴ第１社宅）は世帯数の変化に合わせて１班の構成となります。また同時に９地区（ＮＴＴ第１社宅）は世帯数の変化に合わせて１班の構成となります。    

    ３点目は、役員の内の３人が兼務の役目を持つことです。激務の保健体育委員会と総務に、特３点目は、役員の内の３人が兼務の役目を持つことです。激務の保健体育委員会と総務に、特３点目は、役員の内の３人が兼務の役目を持つことです。激務の保健体育委員会と総務に、特３点目は、役員の内の３人が兼務の役目を持つことです。激務の保健体育委員会と総務に、特別に副会長お二別に副会長お二別に副会長お二別に副会長お二    

人と地区長お一人に兼務をおねがいしました。人と地区長お一人に兼務をおねがいしました。人と地区長お一人に兼務をおねがいしました。人と地区長お一人に兼務をおねがいしました。    

今年度も防災安全活動と環境衛生活動が事業が大切ですが、防災ではなんとか防災訓練を、衛生ではゴミ集積今年度も防災安全活動と環境衛生活動が事業が大切ですが、防災ではなんとか防災訓練を、衛生ではゴミ集積今年度も防災安全活動と環境衛生活動が事業が大切ですが、防災ではなんとか防災訓練を、衛生ではゴミ集積今年度も防災安全活動と環境衛生活動が事業が大切ですが、防災ではなんとか防災訓練を、衛生ではゴミ集積    

所の改善を実現したく、更には、特別会計を取り崩してでも集会所の保全修理を実現できればと願っています。所の改善を実現したく、更には、特別会計を取り崩してでも集会所の保全修理を実現できればと願っています。所の改善を実現したく、更には、特別会計を取り崩してでも集会所の保全修理を実現できればと願っています。所の改善を実現したく、更には、特別会計を取り崩してでも集会所の保全修理を実現できればと願っています。    

        

 

平成２４年度定例総会平成２４年度定例総会平成２４年度定例総会平成２４年度定例総会    

    

平成２４年度鶴が平成２４年度鶴が平成２４年度鶴が平成２４年度鶴が丘一丁目町内会の定例総会が４月丘一丁目町内会の定例総会が４月丘一丁目町内会の定例総会が４月丘一丁目町内会の定例総会が４月

１５日鶴が丘コミュニティセンターで１５日鶴が丘コミュニティセンターで１５日鶴が丘コミュニティセンターで１５日鶴が丘コミュニティセンターで開開開開かれかれかれかれました。総ました。総ました。総ました。総

会には会には会には会には委任状含め委任状含め委任状含め委任状含め代議員７２名中、出席代議員７２名中、出席代議員７２名中、出席代議員７２名中、出席６８６８６８６８名名名名とととと役員役員役員役員がががが

出席。出席。出席。出席。多くの多くの多くの多くの傍聴者の傍聴者の傍聴者の傍聴者の出席出席出席出席もありました。小林会長の挨もありました。小林会長の挨もありました。小林会長の挨もありました。小林会長の挨

拶の後、議事拶の後、議事拶の後、議事拶の後、議事ではではではでは平成２３年度の事業報告、収支決算報平成２３年度の事業報告、収支決算報平成２３年度の事業報告、収支決算報平成２３年度の事業報告、収支決算報

告、会計監査報告と平成２４年度事業計画（案）、収支告、会計監査報告と平成２４年度事業計画（案）、収支告、会計監査報告と平成２４年度事業計画（案）、収支告、会計監査報告と平成２４年度事業計画（案）、収支

予算（案）、新役員が予算（案）、新役員が予算（案）、新役員が予算（案）、新役員が原案通り原案通り原案通り原案通り承認されました。承認されました。承認されました。承認されました。    

質疑質疑質疑質疑では町内会での放射能自主測定についてでは町内会での放射能自主測定についてでは町内会での放射能自主測定についてでは町内会での放射能自主測定についてのののの要望要望要望要望

などなどなどなどがががが出されました。出されました。出されました。出されました。    

    

   環境美化表彰環境美化表彰環境美化表彰環境美化表彰    

定例総会終了後に定例総会終了後に定例総会終了後に定例総会終了後に阿部市次郎さん、阿部市次郎さん、阿部市次郎さん、阿部市次郎さん、

大島昇さ大島昇さ大島昇さ大島昇さんのんのんのんの一町目町内会一町目町内会一町目町内会一町目町内会のののの公園、公園、公園、公園、

遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道、集会所、集会所、集会所、集会所等等等等ののののボランティアボランティアボランティアボランティア    

美化活動に対して美化活動に対して美化活動に対して美化活動に対して小林会長より小林会長より小林会長より小林会長より表表表表    

彰が行われました。彰が行われました。彰が行われました。彰が行われました。    

阿部さんは仙台市の新緑祭でも阿部さんは仙台市の新緑祭でも阿部さんは仙台市の新緑祭でも阿部さんは仙台市の新緑祭でも    

活動に対して表彰がありました活動に対して表彰がありました活動に対して表彰がありました活動に対して表彰がありました。。。。    



 

                   平成２４年度平成２４年度平成２４年度平成２４年度役員です役員です役員です役員です どうぞよろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いいたします。 

  

 

              各地区長さんより自由な感想を寄せていただきました各地区長さんより自由な感想を寄せていただきました各地区長さんより自由な感想を寄せていただきました各地区長さんより自由な感想を寄せていただきました            

                         

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

                          副会長 望月俊秀 

余震を心配しながら開かれた昨年の総会以降、副会長として一年があっとい

う間。先日、今期総会を終えました。一丁目に住み 30 年余。町内会の関わ

りは班長一度で女房任せ。現役を退き色々な面で余裕が出来た筈も、町内会

の事はサッパリ？他の役員方に引っ張られ放し。心ふれあう、安心安全な美

しい街。此処で生まれ育ち巣立った子供達が何処でも「鶴が丘は良い街だよ」

と言えるそんな町に。皆様のお力を得ながらこの一年宜しくお願いします。 

１地区長 秋山厚子 

一昨年の班長に続き、２３年度の地区長と 

いう役にて、早や一年が過ぎました。数多 

くの配達書類、夏祭りや秋の体育祭への人

数役割の配分等とにかく目まぐるしい忙しさに加え、月

一回の定例会議も大変でしたが、体験を重ねれば自信も

つき先がみえてきた感すらします。とにかく伊藤総務様

にはいろいろとお世話になり感謝致します。人に学び、

人に諭されながら今年度もがんばります。 

２地区長 菊谷久夫 

班長さんに助けられて１年が過ぎました。 

鶴が丘に住んで３０数年町内会活動は妻 

まかせで何もしてこなかった事を今にな 

って反省しております。各行事には多大な

事前準備が必要で、会長初め役員の方々の苦労を知りま

した。震災後“絆”が叫ばれる事が多くなりましたが、

町内会活動こそ“絆”の原点と思われます。もう１年新

班長さんに協力いただきながら町内会運営に参加して

いきたいと思います。新しい“絆”を求めて！ 

４地区長 高橋 清 

今年も役員改選の季節となりました。昨年 

の４月に地区長になって１年になります

が、まったく町内会について知らなかった

私ですが、班長及び各委員からお手伝い頂 

いて何とかこの一年を無事にやってきました。今年も地

区長として微力ですが町内会の為に頑張るつもりでい

ます。会長が昨年の暮れに「みんなが参加する。参加で

きる町内会」を目指し、「つながる・備える・楽しく」

を実行していきたいと思っています。 

５地区長  阿部良一 

地区の相互のコミュニケーションを図り、 

より良い地区の為にと思い努力したつも 

りですが、結果については自分では不満足

で区内の皆々様には申し訳なく思っています。残り一年

間、更に努力する所存です。よろしくお願いします。 

７地区長 東海林 博 

地区長になって一年になりますが、２３年 

度の年間行事を顧みて地域の皆様方と楽 

しく過ごせたことを嬉しく思います。これ 

までは自宅と会社の往復で職場を介して

の人間関係はあっても殆んど地域との関わりがありま

せんでした。しかし様々な活動をする中で自然と人との

繋がりが出来て多くの人を知り得た事は大きな収穫で

した。これからもより良い地域社会を目指し、会員の皆

様や班長さんの協力に支えられながら活動して参りた

いと思います。 

６地区長 古館義夫 

地区長になった昨年は、東日本大震災が発 

生し我家が半壊、又石巻の実家も津波の被 

害を受け、その対応に追われ十分な町内会

活動ができなかったように思う。1年余り経過した今年

は被災箇所の修理もほぼ終わり、気分的にも楽になった

ので町内会活動に前向きに取り組んでいきたいと思い

ます。 

地域の支え合い  ８地区長 岩澤直夫 

人口データの分析等によると鶴が丘学区 

は高齢化率が高くなっています。無縁社会 

と名付けられる現代社会では地縁・血縁と 

いうようなつながりの希薄化の中で多く

の方々が孤独の中に生きていると言われています。この

ような方々にはなにかのときは節度のあるお節介をや

いて地域生活支援センター等とも連携を図りながら相

談にのったりすることが肝要だと考えています。各種の

ご意見ご要望を班長、地区長にお寄せください。 

望月さん 久保内さん 金子さん  

副会長副会長副会長副会長    

３地区長 加藤長城 

地区長を引き受けて早一年。昨年は未曾有 

の大震災や福島の第一原発事故(放射能) 

その後未だに続く余震等、かつて経験した 

事がない衣食住の面での問題が起きてし

まいました。そのような中で町内会に於いても防災に対

する関心が一段と高まってきたのも確かです。班長の

方々始め地区内の皆様と多くの接点でお話が出来た事

は、大変勉強になりました。残り一年前回の経験を生か

しがんばっていきたいと思います。 



 

                        

 

 

 

 

 

 

 

      

小室さん 伊藤さん  高橋さん 

                                     

 

 

川口さん    早坂さん  佐藤さん 紺野さん 今野さん 岡野さん  須藤さん    相原さん 

 

   

千葉   阿部   大友      遠山さん  石崎さん      沼田さん    菅原さん 

 

    

   今野さん 猪俣さん 小野寺さん 上野さん 村上さん   佐々木さん 青柳さん 土田さん 菊地さん 

                

                

                

９地区長 本間賢治 

私は鶴が丘に住んで７年になります。当初 

は正直少し不便なところだと思いました 

が、住んでみると子育てに向いている住み 

やすい環境だと思いました。町内会での夏

祭りやスポーツフェスタなど、親子で楽しめる行事があ

り我が家での年中行事になっています。今年は地区長と

してできる限り協力したいと思っていますので、宜しく

お願いします。 

１０地区長  須藤富夫 

昨年の 6月にＮＴＴ社宅に入居しました。 

その後に地区長という事になりました。 

12月には小林会長さんの名案で社宅の一 

室をお借りして 10地区集会所「ふらっと」

を開設する事が出来ました。どこまで出来るかわかりま

せんが皆さんの協力でやっていきたいと思いますので

宜しくお願い致します。 

１１地区長 大原祐康 

本年で二年目を向かえる地区長ですが、 

様々な町内活動を通じて地域との関わり 

を深く理解しました。毎月の一斉清掃、花 

植え、納涼夏祭り、防災訓練、防犯活動、

スポーツフェスタ、文化行事等、我々大人たちが地域の

中でのコミュニケーションの機会に積極的に参加する

ことで、地域の規範が守られ子供たちも人と人との繋が

りや、社会活動に興味を持つんだと感じられました。今

年一年は楽しんで町内活動に参加していきたいと思い

ます。 

役員紹介役員紹介役員紹介役員紹介    

総務総務総務総務    

会計会計会計会計    防災安全防災安全防災安全防災安全    広報広報広報広報    文化文化文化文化    

会報会報会報会報    福利厚生福利厚生福利厚生福利厚生    監事監事監事監事    

                保健体育保健体育保健体育保健体育    環境衛生環境衛生環境衛生環境衛生    

よろしくお願い致しますよろしくお願い致しますよろしくお願い致しますよろしくお願い致します    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

会会会会    議議議議    のののの    報報報報    告告告告    

平成２３年度平成２３年度平成２３年度平成２３年度    

 

２２２２/10/10/10/10（金）委員長会議（金）委員長会議（金）委員長会議（金）委員長会議    

２２２２/17/17/17/17（金）役員会（金）役員会（金）役員会（金）役員会    

    ○防災マニュアル配布について○防災マニュアル配布について○防災マニュアル配布について○防災マニュアル配布について    

    ○トランシーバー、車載用スピーカ購入○トランシーバー、車載用スピーカ購入○トランシーバー、車載用スピーカ購入○トランシーバー、車載用スピーカ購入    

    ○次期役員候補者役職について○次期役員候補者役職について○次期役員候補者役職について○次期役員候補者役職について    

    ○今年～来年の行事内定と来年度事業計画○今年～来年の行事内定と来年度事業計画○今年～来年の行事内定と来年度事業計画○今年～来年の行事内定と来年度事業計画    

    ○内規制定○内規制定○内規制定○内規制定    

    ○一丁目集会○一丁目集会○一丁目集会○一丁目集会所備品購入について（報告）所備品購入について（報告）所備品購入について（報告）所備品購入について（報告）他他他他    

    

３３３３/ 9/ 9/ 9/ 9（金）委員長会（金）委員長会（金）委員長会（金）委員長会        

３３３３/16/16/16/16（金）役員会（金）役員会（金）役員会（金）役員会            

    ○総会議案書の審議○総会議案書の審議○総会議案書の審議○総会議案書の審議    

    ○平成○平成○平成○平成 24242424年度対外的活動の担当者年度対外的活動の担当者年度対外的活動の担当者年度対外的活動の担当者    

    ○第○第○第○第 3333回松森・鶴が丘連合町内会連絡会の報告回松森・鶴が丘連合町内会連絡会の報告回松森・鶴が丘連合町内会連絡会の報告回松森・鶴が丘連合町内会連絡会の報告    

    ○平成○平成○平成○平成 24242424年度防災祭り計画年度防災祭り計画年度防災祭り計画年度防災祭り計画    

    ○○○○23232323年度役員反省会及び年度役員反省会及び年度役員反省会及び年度役員反省会及び 24242424年度新役員顔合わせ年度新役員顔合わせ年度新役員顔合わせ年度新役員顔合わせ    

    

３３３３/28/28/28/28（水）総会議案書校正会議（水）総会議案書校正会議（水）総会議案書校正会議（水）総会議案書校正会議        

４４４４/13/13/13/13（金）委員長会（金）委員長会（金）委員長会（金）委員長会    

    ○総会の最終確認と役割分担○総会の最終確認と役割分担○総会の最終確認と役割分担○総会の最終確認と役割分担    

    ○役員･班長連絡会について○役員･班長連絡会について○役員･班長連絡会について○役員･班長連絡会について  

 

平成２４年度平成２４年度平成２４年度平成２４年度            

４４４４/20/20/20/20（金）役員会（金）役員会（金）役員会（金）役員会    

    ○副会長の役割分担の変更について○副会長の役割分担の変更について○副会長の役割分担の変更について○副会長の役割分担の変更について    

    ○役員･班長連絡会について○役員･班長連絡会について○役員･班長連絡会について○役員･班長連絡会について    

    ○夏祭りの基本計画と協力依頼について○夏祭りの基本計画と協力依頼について○夏祭りの基本計画と協力依頼について○夏祭りの基本計画と協力依頼について    

    

    

    ○敬老祝いについて○敬老祝いについて○敬老祝いについて○敬老祝いについて    

    ○一丁目町内会災害対応マニュアルについて○一丁目町内会災害対応マニュアルについて○一丁目町内会災害対応マニュアルについて○一丁目町内会災害対応マニュアルについて    

    ○花の○花の○花の○花の植栽について植栽について植栽について植栽について    

    

４４４４/27/27/27/27（金）役員班長会（金）役員班長会（金）役員班長会（金）役員班長会    

    ○役員・班長の任務、業務について○役員・班長の任務、業務について○役員・班長の任務、業務について○役員・班長の任務、業務について    

    ○町内会一斉清掃について○町内会一斉清掃について○町内会一斉清掃について○町内会一斉清掃について        

    ○集会所使用の取り扱いについて○集会所使用の取り扱いについて○集会所使用の取り扱いについて○集会所使用の取り扱いについて    

    ○現況調査について○現況調査について○現況調査について○現況調査について    

    ○敬老お祝い等について○敬老お祝い等について○敬老お祝い等について○敬老お祝い等について    

    ○防災資料について○防災資料について○防災資料について○防災資料について    他他他他           

 

 

 

 

納納納納    涼涼涼涼    夏夏夏夏    祭祭祭祭    りりりり    

日時：平成２４年７月２８日（土）日時：平成２４年７月２８日（土）日時：平成２４年７月２８日（土）日時：平成２４年７月２８日（土）    

        １７：００から１７：００から１７：００から１７：００から                    

      [[[[雨天時は雨天時は雨天時は雨天時は 8888月月月月 4444日（土）日（土）日（土）日（土）]]]]    

  

場所：一丁目公園場所：一丁目公園場所：一丁目公園場所：一丁目公園    

・子ども会・子ども会・子ども会・子ども会    ・盆踊り・盆踊り・盆踊り・盆踊り    

・泉松陵高校吹奏楽部演奏会・泉松陵高校吹奏楽部演奏会・泉松陵高校吹奏楽部演奏会・泉松陵高校吹奏楽部演奏会  

            

平成２４年度行事予定平成２４年度行事予定平成２４年度行事予定平成２４年度行事予定    

平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年    

4444月～月～月～月～11111111月月月月    町内一斉清掃町内一斉清掃町内一斉清掃町内一斉清掃    

6666月、月、月、月、10101010月月月月    花植え花植え花植え花植え    

7777月月月月 28282828日日日日            納涼夏祭り納涼夏祭り納涼夏祭り納涼夏祭り    

9999月月月月    9999    日日日日        敬老の祝い敬老の祝い敬老の祝い敬老の祝い    

9999月月月月 15151515日日日日        鶴が丘防災祭り鶴が丘防災祭り鶴が丘防災祭り鶴が丘防災祭り    

10101010月月月月    7777    日日日日        秋祭り（町内防災訓練）秋祭り（町内防災訓練）秋祭り（町内防災訓練）秋祭り（町内防災訓練）    

10101010月月月月 28282828日日日日        健康出張講座（高齢者対象講座）健康出張講座（高齢者対象講座）健康出張講座（高齢者対象講座）健康出張講座（高齢者対象講座）    

11111111月月月月 11111111日日日日        文化行事文化行事文化行事文化行事    

平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年    

1111月月月月 13131313日日日日        一丁目新年会一丁目新年会一丁目新年会一丁目新年会    

4444月月月月 12121212日日日日        定例総会定例総会定例総会定例総会    

お願いお願いお願いお願い    

当日は昨年に引き続きペットボ当日は昨年に引き続きペットボ当日は昨年に引き続きペットボ当日は昨年に引き続きペットボ

トルのキャップを集めますのトルのキャップを集めますのトルのキャップを集めますのトルのキャップを集めますの

で、ご協力お願い致します。キで、ご協力お願い致します。キで、ご協力お願い致します。キで、ご協力お願い致します。キ

ャップは軽くすすいで、シールャップは軽くすすいで、シールャップは軽くすすいで、シールャップは軽くすすいで、シール

等ははがしてお持ちください。等ははがしてお持ちください。等ははがしてお持ちください。等ははがしてお持ちください。    

発展途上国

へワクチン

を届けます 

         編集後記編集後記編集後記編集後記    

新しく阿部さんを向かえ新メンバーで会報づ

くりに取り組みました。今回は各地区を支える

地区長さんの感想を掲載させていただきまし

た。今年一年３人で協力して会報を作ってまい

ります。お目にとまれば幸いです。 

千葉、大友、阿部 

民生委員さんに出席いた

だき活動状況等をお話頂

きました。お互いの連携

が大切ですね。 

平成24年度新役員候補の

方にも出席頂きました。 

夏祭りの準備が始まっています 

今年から松木沢北公

園にも花を植えます  一丁目町内会災害対応一丁目町内会災害対応一丁目町内会災害対応一丁目町内会災害対応マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルについてについてについてについて    

今年度から班長、各役員に防災マニュアルを所今年度から班長、各役員に防災マニュアルを所今年度から班長、各役員に防災マニュアルを所今年度から班長、各役員に防災マニュアルを所    

持していただき、災害時に組織的に動ける内容持していただき、災害時に組織的に動ける内容持していただき、災害時に組織的に動ける内容持していただき、災害時に組織的に動ける内容    

としとしとしとしました。ました。ました。ました。    

 

役員班長会模様 


