
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                                                               

鶴が丘一丁目       

町内会だより  

第１２０号 
 

平成２４年９月２５日発行 
世帯数 1,202(H.2４.３.31 現在) 

ごごごご    ああああ    いいいい    ささささ    つつつつ    

                                                                                                                                一丁目町内会長一丁目町内会長一丁目町内会長一丁目町内会長    小林国男小林国男小林国男小林国男    

震災から１年と６ヶ月を迎えようとしております。あれから（阪神震災から１年と６ヶ月を迎えようとしております。あれから（阪神震災から１年と６ヶ月を迎えようとしております。あれから（阪神震災から１年と６ヶ月を迎えようとしております。あれから（阪神淡路淡路淡路淡路大震災以来かも知れません）「絆」大震災以来かも知れません）「絆」大震災以来かも知れません）「絆」大震災以来かも知れません）「絆」

とか、小さな自治組織の町内会の意味について議論がされ続けています。高齢化社会と核家族化・無縁社とか、小さな自治組織の町内会の意味について議論がされ続けています。高齢化社会と核家族化・無縁社とか、小さな自治組織の町内会の意味について議論がされ続けています。高齢化社会と核家族化・無縁社とか、小さな自治組織の町内会の意味について議論がされ続けています。高齢化社会と核家族化・無縁社

会の問題が重なって町内会の役割が期待されているのだと思います。反対に「みんな年寄りで動けないか会の問題が重なって町内会の役割が期待されているのだと思います。反対に「みんな年寄りで動けないか会の問題が重なって町内会の役割が期待されているのだと思います。反対に「みんな年寄りで動けないか会の問題が重なって町内会の役割が期待されているのだと思います。反対に「みんな年寄りで動けないか

ら、町内会のくだらぬ行事はやめたら」「夏祭り・秋祭りの行事だって、町内一斉清掃の活動も全部業者ら、町内会のくだらぬ行事はやめたら」「夏祭り・秋祭りの行事だって、町内一斉清掃の活動も全部業者ら、町内会のくだらぬ行事はやめたら」「夏祭り・秋祭りの行事だって、町内一斉清掃の活動も全部業者ら、町内会のくだらぬ行事はやめたら」「夏祭り・秋祭りの行事だって、町内一斉清掃の活動も全部業者

に委託したらに委託したらに委託したらに委託したら」とのご意見もあります。しかしながら、活動できるなるべく大勢の会員が手を汚して可能」とのご意見もあります。しかしながら、活動できるなるべく大勢の会員が手を汚して可能」とのご意見もあります。しかしながら、活動できるなるべく大勢の会員が手を汚して可能」とのご意見もあります。しかしながら、活動できるなるべく大勢の会員が手を汚して可能

な範囲で手作りの活動を通して、小さな身近な社会を作って行くことはやはり大切なことではないかと思な範囲で手作りの活動を通して、小さな身近な社会を作って行くことはやはり大切なことではないかと思な範囲で手作りの活動を通して、小さな身近な社会を作って行くことはやはり大切なことではないかと思な範囲で手作りの活動を通して、小さな身近な社会を作って行くことはやはり大切なことではないかと思

います。皆様のご意見を会報委員や地区長さんを通してお寄せ頂ければ幸いです。います。皆様のご意見を会報委員や地区長さんを通してお寄せ頂ければ幸いです。います。皆様のご意見を会報委員や地区長さんを通してお寄せ頂ければ幸いです。います。皆様のご意見を会報委員や地区長さんを通してお寄せ頂ければ幸いです。 

7777 月２８日（土）暑い日になり月２８日（土）暑い日になり月２８日（土）暑い日になり月２８日（土）暑い日になり

ました。今年は近隣の町内会と同ました。今年は近隣の町内会と同ました。今年は近隣の町内会と同ました。今年は近隣の町内会と同

じ日にぶつかったにもかかわらじ日にぶつかったにもかかわらじ日にぶつかったにもかかわらじ日にぶつかったにもかかわら

ず約８００名の人手でにぎわいず約８００名の人手でにぎわいず約８００名の人手でにぎわいず約８００名の人手でにぎわい

ましたましたましたました。。。。「高齢化していく中、行「高齢化していく中、行「高齢化していく中、行「高齢化していく中、行

事は役員の負担になってしまう事は役員の負担になってしまう事は役員の負担になってしまう事は役員の負担になってしまう

のでは」という懸念も聞かれまのでは」という懸念も聞かれまのでは」という懸念も聞かれまのでは」という懸念も聞かれま

す。しかし一方す。しかし一方す。しかし一方す。しかし一方でででで、日本各地で、日本各地で、日本各地で、日本各地で町町町町

内会内会内会内会の役割をの役割をの役割をの役割を見直していこうと見直していこうと見直していこうと見直していこうと

いう流れが起きています。祭りはいう流れが起きています。祭りはいう流れが起きています。祭りはいう流れが起きています。祭りは

町内会の一大イベント町内会の一大イベント町内会の一大イベント町内会の一大イベントですですですです。老若。老若。老若。老若

男女が集いわいわい過ごす場で男女が集いわいわい過ごす場で男女が集いわいわい過ごす場で男女が集いわいわい過ごす場で

あればいいとあればいいとあればいいとあればいいと強強強強く感じました。く感じました。く感じました。く感じました。    

 

泉松陵高校吹奏楽部の皆さん泉松陵高校吹奏楽部の皆さん泉松陵高校吹奏楽部の皆さん泉松陵高校吹奏楽部の皆さん    

すてきな演奏すてきな演奏すてきな演奏すてきな演奏ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。    

盆踊り！！盆踊り！！盆踊り！！盆踊り！！        

 

 

 

 

小林町内会長の挨拶でスタート小林町内会長の挨拶でスタート小林町内会長の挨拶でスタート小林町内会長の挨拶でスタート    

みんなで大きな輪をみんなで大きな輪をみんなで大きな輪をみんなで大きな輪を    
                つくりましたつくりましたつくりましたつくりました    



   夏祭り模様夏祭り模様夏祭り模様夏祭り模様    
 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

終了後打ち上げ    

 
 

 

 

 

 

保体委員のご苦労なくして祭り保体委員のご苦労なくして祭り保体委員のご苦労なくして祭り保体委員のご苦労なくして祭り

は成り立ちません。そしてご協力いは成り立ちません。そしてご協力いは成り立ちません。そしてご協力いは成り立ちません。そしてご協力い

ただいたただいたただいたただいた関係者の皆様関係者の皆様関係者の皆様関係者の皆様、、、、お疲れ様でお疲れ様でお疲れ様でお疲れ様で

した。また周辺した。また周辺した。また周辺した。また周辺ににににお住まいの方々のお住まいの方々のお住まいの方々のお住まいの方々の

ご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございました 

子ども会おみこし子ども会おみこし子ども会おみこし子ども会おみこし    

 

翌朝の会場後片付け    

 

じゃんけん大会じゃんけん大会じゃんけん大会じゃんけん大会    

義援金は日本赤十字社を通じて被災地へ東日義援金は日本赤十字社を通じて被災地へ東日義援金は日本赤十字社を通じて被災地へ東日義援金は日本赤十字社を通じて被災地へ東日

本大震災義援金１００２７円、ボトルキャップ本大震災義援金１００２７円、ボトルキャップ本大震災義援金１００２７円、ボトルキャップ本大震災義援金１００２７円、ボトルキャップ

は鶴が丘中学校を通じて（ボトルキャップ大袋は鶴が丘中学校を通じて（ボトルキャップ大袋は鶴が丘中学校を通じて（ボトルキャップ大袋は鶴が丘中学校を通じて（ボトルキャップ大袋

１２個分）発展途上国のワクチン購入に役立て１２個分）発展途上国のワクチン購入に役立て１２個分）発展途上国のワクチン購入に役立て１２個分）発展途上国のワクチン購入に役立て

て頂きます。て頂きます。て頂きます。て頂きます。 

 

ご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございました    

義援金受付義援金受付義援金受付義援金受付    

  

6月 17日（日）一斉清掃日に役員さんの協力のもと、花植えが行われました。

今年は松木沢北公園、10地区（旧NTT社宅）にも植えられました。 

  

公園公園公園公園    花壇の花植花壇の花植花壇の花植花壇の花植ええええ    

 

町内会のお店町内会のお店町内会のお店町内会のお店    

 

１０地区 

  

松木沢北公園    



第２８回鶴が丘防災まつり 
 

 

 

敬老のお祝い敬老のお祝い敬老のお祝い敬老のお祝い    

9999月月月月 9999日（日）日（日）日（日）日（日）    

敬老の日お祝い品をお渡ししました。敬老の日お祝い品をお渡ししました。敬老の日お祝い品をお渡ししました。敬老の日お祝い品をお渡ししました。    

お祝い金お祝い金お祝い金お祝い金                ６７名６７名６７名６７名    

お祝い品お祝い品お祝い品お祝い品            ４５０名４５０名４５０名４５０名    

                お祝い申し上げますお祝い申し上げますお祝い申し上げますお祝い申し上げます    

                        いつまでも健やかに日々をいつまでも健やかに日々をいつまでも健やかに日々をいつまでも健やかに日々を    

重ねられますように重ねられますように重ねられますように重ねられますように！！！！    

今後の災害に備えて今後の災害に備えて今後の災害に備えて今後の災害に備えて    

防災安全委員会防災安全委員会防災安全委員会防災安全委員会    

    

町内会として自主防災組織の「災害町内会として自主防災組織の「災害町内会として自主防災組織の「災害町内会として自主防災組織の「災害((((地震地震地震地震))))対応マニュア対応マニュア対応マニュア対応マニュア

ル」を作り、役員、地区長、班長へ配付してあります。まル」を作り、役員、地区長、班長へ配付してあります。まル」を作り、役員、地区長、班長へ配付してあります。まル」を作り、役員、地区長、班長へ配付してあります。ま

た、避難所対応として、飲料水、アルファ米他、補助食品た、避難所対応として、飲料水、アルファ米他、補助食品た、避難所対応として、飲料水、アルファ米他、補助食品た、避難所対応として、飲料水、アルファ米他、補助食品

及び発電機等も備えております。各家庭におかれまして及び発電機等も備えております。各家庭におかれまして及び発電機等も備えております。各家庭におかれまして及び発電機等も備えております。各家庭におかれまして

も、非常食、非常持出品等を再確認しておきましょう。も、非常食、非常持出品等を再確認しておきましょう。も、非常食、非常持出品等を再確認しておきましょう。も、非常食、非常持出品等を再確認しておきましょう。    

９９９９月１５日（土）月１５日（土）月１５日（土）月１５日（土）鶴が丘中学校にて鶴が丘町内会全体の鶴が丘中学校にて鶴が丘町内会全体の鶴が丘中学校にて鶴が丘町内会全体の鶴が丘中学校にて鶴が丘町内会全体の防災防災防災防災訓練が行われました。今年の訓練内容は４つあ訓練が行われました。今年の訓練内容は４つあ訓練が行われました。今年の訓練内容は４つあ訓練が行われました。今年の訓練内容は４つあ

りました。いざという時のために一度でも経験しておくことは大切だと感じました。今年訓練に参加さりました。いざという時のために一度でも経験しておくことは大切だと感じました。今年訓練に参加さりました。いざという時のために一度でも経験しておくことは大切だと感じました。今年訓練に参加さりました。いざという時のために一度でも経験しておくことは大切だと感じました。今年訓練に参加された方れた方れた方れた方

はもちろん、まだ、参加したことのない方も、是非来年は参加されることをオススメします。いざというときはもちろん、まだ、参加したことのない方も、是非来年は参加されることをオススメします。いざというときはもちろん、まだ、参加したことのない方も、是非来年は参加されることをオススメします。いざというときはもちろん、まだ、参加したことのない方も、是非来年は参加されることをオススメします。いざというとき

は自分で何とかする自助、そして近くのもの同士で助け合う共助しかありません。形骸化していた防災訓練もは自分で何とかする自助、そして近くのもの同士で助け合う共助しかありません。形骸化していた防災訓練もは自分で何とかする自助、そして近くのもの同士で助け合う共助しかありません。形骸化していた防災訓練もは自分で何とかする自助、そして近くのもの同士で助け合う共助しかありません。形骸化していた防災訓練も

大震災以降大震災以降大震災以降大震災以降全国で全国で全国で全国で真剣に行われるようになっています。真剣に行われるようになっています。真剣に行われるようになっています。真剣に行われるようになっています。私たちも心新たに災害に備えていきましょう。何より私たちも心新たに災害に備えていきましょう。何より私たちも心新たに災害に備えていきましょう。何より私たちも心新たに災害に備えていきましょう。何より

もお互いを大切に思う心で。そして命を尊ぶもお互いを大切に思う心で。そして命を尊ぶもお互いを大切に思う心で。そして命を尊ぶもお互いを大切に思う心で。そして命を尊ぶ心で。心で。心で。心で。    

 

 

 

 

 

 

倒壊建物救助訓練 

応急救護訓練 

消火訓練 

濃煙体験訓練 三角巾を使った

応急処置を 

学びました。 

狙いを定めて 

 発射！！ 

ハンカチで口

元を押さえま

した。煙で前が

見えません。 

地震体験 震度６弱を体験

しました！ 

けが人を救助。 

担架にのせて

移動！！ 

  



行事予定行事予定行事予定行事予定    

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

健康福祉事業健康福祉事業健康福祉事業健康福祉事業    

１０１０１０１０月２８日（日）１０月２８日（日）１０月２８日（日）１０月２８日（日）１０：００～：００～：００～：００～    

                コミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンター    

    

講演講演講演講演        PPPPPPPP----KKKK 方程式方程式方程式方程式    

                    =(=(=(=(つながる＋備える＋楽しむつながる＋備える＋楽しむつながる＋備える＋楽しむつながる＋備える＋楽しむ))))××××熱い思い熱い思い熱い思い熱い思い    

シニア元気笑学校シニア元気笑学校シニア元気笑学校シニア元気笑学校    校長校長校長校長    渡辺源治さん渡辺源治さん渡辺源治さん渡辺源治さん    

    

映画「映画「映画「映画「SWICHISWICHISWICHISWICHI」」」」（スイッチ）（スイッチ）（スイッチ）（スイッチ）    

    遺伝子が目覚める瞬間遺伝子が目覚める瞬間遺伝子が目覚める瞬間遺伝子が目覚める瞬間    

人間の無限の可能性を追い続ける科学者、村上和雄人間の無限の可能性を追い続ける科学者、村上和雄人間の無限の可能性を追い続ける科学者、村上和雄人間の無限の可能性を追い続ける科学者、村上和雄

博士の研究の軌跡と、遺伝子がオンになった人々の生博士の研究の軌跡と、遺伝子がオンになった人々の生博士の研究の軌跡と、遺伝子がオンになった人々の生博士の研究の軌跡と、遺伝子がオンになった人々の生

き様を追った感動のドキュメンタリーき様を追った感動のドキュメンタリーき様を追った感動のドキュメンタリーき様を追った感動のドキュメンタリー。。。。    

                                    ご自由にご参加くださいご自由にご参加くださいご自由にご参加くださいご自由にご参加ください。。。。    

広報広報広報広報    

秋まつり秋まつり秋まつり秋まつり    テーマ「そなえる、つながる」テーマ「そなえる、つながる」テーマ「そなえる、つながる」テーマ「そなえる、つながる」    

    

日時：日時：日時：日時：10101010 月月月月 7777 日（日）日（日）日（日）日（日）10:0010:0010:0010:00～～～～14:14:14:14:33330000    

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    

（雨天時：コミュニティセンター（雨天時：コミュニティセンター（雨天時：コミュニティセンター（雨天時：コミュニティセンター    11:0011:0011:0011:00～～～～））））    

内容内容内容内容    ミニスポーツミニスポーツミニスポーツミニスポーツ    

・ びんつりびんつりびんつりびんつり競技、競技、競技、競技、借り物競技借り物競技借り物競技借り物競技    

・ ボールはこびボールはこびボールはこびボールはこび、、、、消火リレー消火リレー消火リレー消火リレー    他他他他    

運動しやすい靴・服装でご参加ください。運動しやすい靴・服装でご参加ください。運動しやすい靴・服装でご参加ください。運動しやすい靴・服装でご参加ください。    

・ 参加登録者は参加登録者は参加登録者は参加登録者は 9:409:409:409:40 に集合くださいに集合くださいに集合くださいに集合ください    

    

出店出店出店出店    芋煮とおにぎりセットで芋煮とおにぎりセットで芋煮とおにぎりセットで芋煮とおにぎりセットで 100100100100 円円円円    

            婦人防火ｸﾗﾌﾞ炊き出しごはんは婦人防火ｸﾗﾌﾞ炊き出しごはんは婦人防火ｸﾗﾌﾞ炊き出しごはんは婦人防火ｸﾗﾌﾞ炊き出しごはんは    

                無料で無料で無料で無料です（数量限定）。す（数量限定）。す（数量限定）。す（数量限定）。    

                無料給茶ｻｰﾋﾞｽもあります。無料給茶ｻｰﾋﾞｽもあります。無料給茶ｻｰﾋﾞｽもあります。無料給茶ｻｰﾋﾞｽもあります。    

    

6666 月月月月 8888 日（金）委員長会日（金）委員長会日（金）委員長会日（金）委員長会    

6666 月月月月 15151515 日（金）役員会日（金）役員会日（金）役員会日（金）役員会    

・役員の選出要項・役員の選出要項・役員の選出要項・役員の選出要項    

・地区活動費に関する内規・地区活動費に関する内規・地区活動費に関する内規・地区活動費に関する内規    

・夏祭り、秋祭りの準備について・夏祭り、秋祭りの準備について・夏祭り、秋祭りの準備について・夏祭り、秋祭りの準備について    

・防災祭りと、放射能測定値の公表について・防災祭りと、放射能測定値の公表について・防災祭りと、放射能測定値の公表について・防災祭りと、放射能測定値の公表について    

・一斉清掃と植栽・一斉清掃と植栽・一斉清掃と植栽・一斉清掃と植栽    

・ピンク電話の撤去について・ピンク電話の撤去について・ピンク電話の撤去について・ピンク電話の撤去について    

    

    

7777 月月月月 13131313 日（金）委員長会日（金）委員長会日（金）委員長会日（金）委員長会    

7777 月月月月 20202020 日（金）役員会日（金）役員会日（金）役員会日（金）役員会    

・夏祭りについて・夏祭りについて・夏祭りについて・夏祭りについて    

・防災まつりについて・防災まつりについて・防災まつりについて・防災まつりについて    

事務用品の在庫について事務用品の在庫について事務用品の在庫について事務用品の在庫について    

有料ボランティアの仕組み検討について有料ボランティアの仕組み検討について有料ボランティアの仕組み検討について有料ボランティアの仕組み検討について    

7777 月月月月 23232323 日（月）夏ま日（月）夏ま日（月）夏ま日（月）夏まつり業務内容説明会つり業務内容説明会つり業務内容説明会つり業務内容説明会    

    （コミュニティセンター）（コミュニティセンター）（コミュニティセンター）（コミュニティセンター）    

        

    

    

    

8888 月月月月 10101010 日日日日    

（金）委員長会・地区長会（金）委員長会・地区長会（金）委員長会・地区長会（金）委員長会・地区長会    

各地区の状況各地区の状況各地区の状況各地区の状況    

8888 月月月月 17171717 日（金）役員会日（金）役員会日（金）役員会日（金）役員会    

・・・・防災まつり詳細について防災まつり詳細について防災まつり詳細について防災まつり詳細について    

・・・・秋まつり基本計画について秋まつり基本計画について秋まつり基本計画について秋まつり基本計画について    

・・・・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    

・・・・健康福祉事業について健康福祉事業について健康福祉事業について健康福祉事業について    

・・・・文化行事計画について文化行事計画について文化行事計画について文化行事計画について    

・・・・夏祭りの総括夏祭りの総括夏祭りの総括夏祭りの総括    

    

    

9999 月月月月 9999 日（日）日（日）日（日）日（日）    

臨時総会（コミュニティセンター）臨時総会（コミュニティセンター）臨時総会（コミュニティセンター）臨時総会（コミュニティセンター）    

・・・・ゴミ集積所改修の独自実施についてゴミ集積所改修の独自実施についてゴミ集積所改修の独自実施についてゴミ集積所改修の独自実施について    

・防災まつりについて・防災まつりについて・防災まつりについて・防災まつりについて    

・秋祭りについて・秋祭りについて・秋祭りについて・秋祭りについて    

 

 

秋のコンサート秋のコンサート秋のコンサート秋のコンサート    
１１１１１１１１月月月月１１１１１１１１日（日）日（日）日（日）日（日）    

１３１３１３１３::::３０３０３０３０開場開場開場開場        １４１４１４１４::::００００００００開演開演開演開演    

                コミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンター    

    渡辺正二さん渡辺正二さん渡辺正二さん渡辺正二さん    （（（（元仙台オペラ協会会員）元仙台オペラ協会会員）元仙台オペラ協会会員）元仙台オペラ協会会員）                            

平成平成平成平成 21212121 年年年年 6666 月月月月 27272727 日神戸で行われた、日神戸で行われた、日神戸で行われた、日神戸で行われた、第第第第 25252525 回回回回    

日本アマチュアシャンソンコンクール全国大会日本アマチュアシャンソンコンクール全国大会日本アマチュアシャンソンコンクール全国大会日本アマチュアシャンソンコンクール全国大会にににに    

おいておいておいておいて最優秀歌唱賞最優秀歌唱賞最優秀歌唱賞最優秀歌唱賞（１位）受賞（１位）受賞（１位）受賞（１位）受賞。。。。    

曲目曲目曲目曲目    

    1 1 1 1 鐘がなります鐘がなります鐘がなります鐘がなります    8888    青葉城恋歌青葉城恋歌青葉城恋歌青葉城恋歌    

2 2 2 2 雪の降る町を雪の降る町を雪の降る町を雪の降る町を    9999    泳げﾀｲ焼きくん泳げﾀｲ焼きくん泳げﾀｲ焼きくん泳げﾀｲ焼きくん    

3 3 3 3 からまつからまつからまつからまつ        10 10 10 10 アルデイラアルデイラアルデイラアルデイラ    

4 4 4 4 ひがん花ひがん花ひがん花ひがん花            11 11 11 11 衣装をつける衣装をつける衣装をつける衣装をつける    

5 5 5 5 禁じられた歌禁じられた歌禁じられた歌禁じられた歌    12 12 12 12 愛の賛歌愛の賛歌愛の賛歌愛の賛歌    

6 6 6 6 マンママンママンママンマ        13 13 13 13 ララララ....ポエムポエムポエムポエム    

7 7 7 7 理想の人理想の人理想の人理想の人        14 14 14 14 花の歌花の歌花の歌花の歌    

編集後記編集後記編集後記編集後記    

今年の夏も暑かったですね。今年の夏も暑かったですね。今年の夏も暑かったですね。今年の夏も暑かったですね。9999 月になってもなお暑い月になってもなお暑い月になってもなお暑い月になってもなお暑い

日が続いて日が続いて日が続いて日が続いていいいいます。ます。ます。ます。連続連続連続連続真夏日記録の更新（真夏日記録の更新（真夏日記録の更新（真夏日記録の更新（18181818 日）や日）や日）や日）や 9999

月月月月中旬中旬中旬中旬までまでまでまで 30303030 度以上の度以上の度以上の度以上の日が続きました。ようやく秋風日が続きました。ようやく秋風日が続きました。ようやく秋風日が続きました。ようやく秋風

が感じられるかが感じられるかが感じられるかが感じられるか・・・・・・・・。皆さん体調管理にはお気をつけく。皆さん体調管理にはお気をつけく。皆さん体調管理にはお気をつけく。皆さん体調管理にはお気をつけく

ださい。ださい。ださい。ださい。    

秋は秋は秋は秋は町内会町内会町内会町内会のののの行事もいろいろあります。是非ご参加く行事もいろいろあります。是非ご参加く行事もいろいろあります。是非ご参加く行事もいろいろあります。是非ご参加く

ださい。ださい。ださい。ださい。    

                                            会報会報会報会報    千葉・大友・阿部千葉・大友・阿部千葉・大友・阿部千葉・大友・阿部((((記記記記))))    

班毎のお茶飲み班毎のお茶飲み班毎のお茶飲み班毎のお茶飲み

会に是非役立て会に是非役立て会に是非役立て会に是非役立て

てくださいてくださいてくださいてください    

各委員会で倉庫を各委員会で倉庫を各委員会で倉庫を各委員会で倉庫を    

整理しました。整理しました。整理しました。整理しました。    

 

 

会議の報告会議の報告会議の報告会議の報告    

役員・お手伝いの方で役員・お手伝いの方で役員・お手伝いの方で役員・お手伝いの方で

当日の当日の当日の当日の役割分担等役割分担等役割分担等役割分担等打打打打

合せをしまし合せをしまし合せをしまし合せをしましたたたた。 

防災用備品を追加購防災用備品を追加購防災用備品を追加購防災用備品を追加購

入しました。入しました。入しました。入しました。    

整理しました。整理しました。整理しました。整理しました。    

順次ゴミ集積所を改順次ゴミ集積所を改順次ゴミ集積所を改順次ゴミ集積所を改

修して修して修して修してきます。改修きます。改修きます。改修きます。改修

は始まっています。は始まっています。は始まっています。は始まっています。    

 

 

 


