
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

鶴が丘一丁目      

町内会だより  

第１２２号 
 

平成２５年５月２３日発行 

世帯数１,１９２(H.２５.４.１１現在) 

いよいよ平成２５年度を迎えました。私は２期目に入り、もう少しいよいよ平成２５年度を迎えました。私は２期目に入り、もう少しいよいよ平成２５年度を迎えました。私は２期目に入り、もう少しいよいよ平成２５年度を迎えました。私は２期目に入り、もう少し 

やり残したことを少なくともあと１年は続けさせていただきますやり残したことを少なくともあと１年は続けさせていただきますやり残したことを少なくともあと１年は続けさせていただきますやり残したことを少なくともあと１年は続けさせていただきます。総。総。総。総 

勢４０人の役員に２６人の新任の方々が入れ替わって参加しました。勢４０人の役員に２６人の新任の方々が入れ替わって参加しました。勢４０人の役員に２６人の新任の方々が入れ替わって参加しました。勢４０人の役員に２６人の新任の方々が入れ替わって参加しました。 

よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 

先日は前年度の班長さんや多くの傍聴の方々総勢１００人を越える先日は前年度の班長さんや多くの傍聴の方々総勢１００人を越える先日は前年度の班長さんや多くの傍聴の方々総勢１００人を越える先日は前年度の班長さんや多くの傍聴の方々総勢１００人を越える 

会員の方の御参加で平成２５年度定例総会を無事終えました。３０年会員の方の御参加で平成２５年度定例総会を無事終えました。３０年会員の方の御参加で平成２５年度定例総会を無事終えました。３０年会員の方の御参加で平成２５年度定例総会を無事終えました。３０年 

前から改正していなかった町内会規約の会員や会費の決定について現前から改正していなかった町内会規約の会員や会費の決定について現前から改正していなかった町内会規約の会員や会費の決定について現前から改正していなかった町内会規約の会員や会費の決定について現 

実に合うように変更し、「地域通貨事業」「ゴミ集積所の自主補修２年実に合うように変更し、「地域通貨事業」「ゴミ集積所の自主補修２年実に合うように変更し、「地域通貨事業」「ゴミ集積所の自主補修２年実に合うように変更し、「地域通貨事業」「ゴミ集積所の自主補修２年 

目」「集会所補修の２年目」の提案について原案どおり御承認をいた目」「集会所補修の２年目」の提案について原案どおり御承認をいた目」「集会所補修の２年目」の提案について原案どおり御承認をいた目」「集会所補修の２年目」の提案について原案どおり御承認をいた 

だきました。同時に今までどおりのお祭りや文化事業・健康講座などだきました。同時に今までどおりのお祭りや文化事業・健康講座などだきました。同時に今までどおりのお祭りや文化事業・健康講座などだきました。同時に今までどおりのお祭りや文化事業・健康講座など 

を全て計画します。を全て計画します。を全て計画します。を全て計画します。 

「すこしでも住「すこしでも住「すこしでも住「すこしでも住みよい街づくりの試み」「みんなで仕事を分け合って、無理なく」「絆の強化のための活みよい街づくりの試み」「みんなで仕事を分け合って、無理なく」「絆の強化のための活みよい街づくりの試み」「みんなで仕事を分け合って、無理なく」「絆の強化のための活みよい街づくりの試み」「みんなで仕事を分け合って、無理なく」「絆の強化のための活 

動」をします。動」をします。動」をします。動」をします。 

既に役員・班長連絡会と第１回目の役員会を新役員・新班長により始めました。すぐに「地域通貨事業既に役員・班長連絡会と第１回目の役員会を新役員・新班長により始めました。すぐに「地域通貨事業既に役員・班長連絡会と第１回目の役員会を新役員・新班長により始めました。すぐに「地域通貨事業既に役員・班長連絡会と第１回目の役員会を新役員・新班長により始めました。すぐに「地域通貨事業 

準備室」を望月副会長と村井副会長の下で発足し活動に入りました。夏祭りの準備も保健体育委員会を中準備室」を望月副会長と村井副会長の下で発足し活動に入りました。夏祭りの準備も保健体育委員会を中準備室」を望月副会長と村井副会長の下で発足し活動に入りました。夏祭りの準備も保健体育委員会を中準備室」を望月副会長と村井副会長の下で発足し活動に入りました。夏祭りの準備も保健体育委員会を中 

心に始まりました。心に始まりました。心に始まりました。心に始まりました。 

まもなく班長さん方が会員のお宅にお伺いし、町内会会費の徴収と災害時要援護者カードの登録者へのまもなく班長さん方が会員のお宅にお伺いし、町内会会費の徴収と災害時要援護者カードの登録者へのまもなく班長さん方が会員のお宅にお伺いし、町内会会費の徴収と災害時要援護者カードの登録者へのまもなく班長さん方が会員のお宅にお伺いし、町内会会費の徴収と災害時要援護者カードの登録者への 

お渡し、敬老祝い金の申込などまとめてお話しをさせていただきます。その際になにか御要望などがありお渡し、敬老祝い金の申込などまとめてお話しをさせていただきます。その際になにか御要望などがありお渡し、敬老祝い金の申込などまとめてお話しをさせていただきます。その際になにか御要望などがありお渡し、敬老祝い金の申込などまとめてお話しをさせていただきます。その際になにか御要望などがあり 

ましたら、班長さんにお伝えください。ましたら、班長さんにお伝えください。ましたら、班長さんにお伝えください。ましたら、班長さんにお伝えください。 

元気で住みよい街を、多くの皆さんの参加で、少しずつ工夫して創ります。元気で住みよい街を、多くの皆さんの参加で、少しずつ工夫して創ります。元気で住みよい街を、多くの皆さんの参加で、少しずつ工夫して創ります。元気で住みよい街を、多くの皆さんの参加で、少しずつ工夫して創ります。 

１丁目町内会は今年度も頑張ります１丁目町内会は今年度も頑張ります１丁目町内会は今年度も頑張ります１丁目町内会は今年度も頑張ります！！！！！！！！ 

                                                                                平成２５年度定例総会平成２５年度定例総会平成２５年度定例総会平成２５年度定例総会    
    

４月１４日（日）鶴が丘コミュニティセンターにて平成２５年４月１４日（日）鶴が丘コミュニティセンターにて平成２５年４月１４日（日）鶴が丘コミュニティセンターにて平成２５年４月１４日（日）鶴が丘コミュニティセンターにて平成２５年

度鶴が丘一丁目町内会定例総会が開催されました。総会度鶴が丘一丁目町内会定例総会が開催されました。総会度鶴が丘一丁目町内会定例総会が開催されました。総会度鶴が丘一丁目町内会定例総会が開催されました。総会

は天候にもめぐまれ役員、代議員、傍聴者含め、は天候にもめぐまれ役員、代議員、傍聴者含め、は天候にもめぐまれ役員、代議員、傍聴者含め、は天候にもめぐまれ役員、代議員、傍聴者含め、１００名を１００名を１００名を１００名を

超える出席超える出席超える出席超える出席がありました。がありました。がありました。がありました。    

小林会長からの挨拶の後、定足数について報告があり、小林会長からの挨拶の後、定足数について報告があり、小林会長からの挨拶の後、定足数について報告があり、小林会長からの挨拶の後、定足数について報告があり、    

代議員３１名、委任状３０名で総会は成立代議員３１名、委任状３０名で総会は成立代議員３１名、委任状３０名で総会は成立代議員３１名、委任状３０名で総会は成立との報告がとの報告がとの報告がとの報告がありありありあり

まままました。した。した。した。    

議事では平成２４年度の事業報告、収支決算報告、会議事では平成２４年度の事業報告、収支決算報告、会議事では平成２４年度の事業報告、収支決算報告、会議事では平成２４年度の事業報告、収支決算報告、会    

計監査について報告があり、続いて平成２計監査について報告があり、続いて平成２計監査について報告があり、続いて平成２計監査について報告があり、続いて平成２５年度の事業計５年度の事業計５年度の事業計５年度の事業計    

    

画案、収支予算案、役員選任等すべて原案通り承認され画案、収支予算案、役員選任等すべて原案通り承認され画案、収支予算案、役員選任等すべて原案通り承認され画案、収支予算案、役員選任等すべて原案通り承認され    

ました。質疑では２５年度から活動する地域通貨事業にました。質疑では２５年度から活動する地域通貨事業にました。質疑では２５年度から活動する地域通貨事業にました。質疑では２５年度から活動する地域通貨事業に    

ついて質問があり、小林会長から夏ぐらいからの活動開ついて質問があり、小林会長から夏ぐらいからの活動開ついて質問があり、小林会長から夏ぐらいからの活動開ついて質問があり、小林会長から夏ぐらいからの活動開    

始に向けて、始に向けて、始に向けて、始に向けて、準備室の立ち上げ、準備室の立ち上げ、準備室の立ち上げ、準備室の立ち上げ、関係者、関係機関と調関係者、関係機関と調関係者、関係機関と調関係者、関係機関と調    

整をしていくとの説明がありました。整をしていくとの説明がありました。整をしていくとの説明がありました。整をしていくとの説明がありました。        

新年度スタートにあたって新年度スタートにあたって新年度スタートにあたって新年度スタートにあたって 

 

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 

議長に選出され

た鶴谷さん（左）

と久保内前副会

長 



                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月２１４月２１４月２１４月２１日（日）日（日）日（日）日（日）の班長連絡会の班長連絡会の班長連絡会の班長連絡会の中の中の中の中で、で、で、で、

平成２４年度環境美化表彰式が行わ平成２４年度環境美化表彰式が行わ平成２４年度環境美化表彰式が行わ平成２４年度環境美化表彰式が行わ

れました。れました。れました。れました。受賞者は受賞者は受賞者は受賞者は７地区７地区７地区７地区阿部阿部阿部阿部市次郎市次郎市次郎市次郎

さんさんさんさんと、と、と、と、１地区１地区１地区１地区今野喜一郎さん今野喜一郎さん今野喜一郎さん今野喜一郎さんです。です。です。です。おおおお

２２２２人に人に人に人にはははは会長から感謝の意と記念品が会長から感謝の意と記念品が会長から感謝の意と記念品が会長から感謝の意と記念品が

贈られました。贈られました。贈られました。贈られました。    

副会長副会長副会長副会長     

望月さん 高橋さん 村井さん 

 高橋さん(兼務) 小室さん 

総務委員総務委員総務委員総務委員    

会計会計会計会計     

鶴谷さん   高橋さん 

監事監事監事監事     

 沼田さん  守屋さん 

防災安全防災安全防災安全防災安全委員委員委員委員     

岡野さん 岡田さん 林上さん  須藤さん 村井さん 

広報広報広報広報委員委員委員委員    

佐藤さん  大田さん  

文化文化文化文化委員委員委員委員 

高橋さん  伊藤さん  

会報編集会報編集会報編集会報編集委員委員委員委員     

阿部  油井  阿部  

福利厚生福利厚生福利厚生福利厚生委員委員委員委員     

遠山さん  吉田さん  

環境衛生環境衛生環境衛生環境衛生委員委員委員委員     

猪俣さん  片寄さん 今野さん 斉藤さん 大野さん 

保健体育保健体育保健体育保健体育委員委員委員委員     

菅原さん  望月さん  土田さん 田嶋さん 村井さん 

平成２５年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度    役員紹介役員紹介役員紹介役員紹介 

ゴミ集積所ゴミ集積所ゴミ集積所ゴミ集積所修繕修繕修繕修繕に尽力頂いたに尽力頂いたに尽力頂いたに尽力頂いた今野さん今野さん今野さん今野さん    美化活動美化活動美化活動美化活動に尽力頂いたに尽力頂いたに尽力頂いたに尽力頂いた阿部さん阿部さん阿部さん阿部さん    

環境美化の表彰環境美化の表彰環境美化の表彰環境美化の表彰 

４４４４月月月月１４１４１４１４日（日）日（日）日（日）日（日）から新しいから新しいから新しいから新しい    

体制で体制で体制で体制でスタートしました。スタートしました。スタートしました。スタートしました。    

皆様よろしくお願いします。皆様よろしくお願いします。皆様よろしくお願いします。皆様よろしくお願いします。    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ９地区長 関瑞 和寿 

     私のいる９地区は、ご存知のとおり

NTT 社宅の世帯で構成している地区

です。私は６年前に転勤でこの鶴が丘 

１丁目に引っ越してきました。そのと

きは２０世帯近くいましたが、どんどん転出してい

き、いまでは１０世帯となり４班あった班は１班に

縮小しました。少数ではありますが、何かの縁でこ

の鶴が丘に来たと思っています。微力ではあります

が町内会の皆さんと一緒に地域のために取り組んで

行きたいと思います。 

           １地区長 大内 三志 

突然の地区長を任せられ、何もわか

らず戸惑っているしだいです。これ

からは班長さんはじめ地域の皆様

と、いろいろな活動の中で協力し合 

い、地域の為に取り組んで行きたいと思っています

ので、よろしくお願いします。 

           ２地区長 菅原 徹男 

地域住民の親睦と町内の防犯や清

掃は町内会活動のお陰により円滑

に行われており、その役割の重要性

は十分認識しておりましたが、鶴が 

丘に居住してから何ら協力をしないままの３０年で

した。この度計らずも地区長に選ばれ役員会に出席

し、その業務量の多さに驚きました。改めて役員の

皆様のご苦労に頭が下がりました。これまでのお世

話のお返しとして精一杯頑張りますので、よろしく

お願いします。 

           ３地区長 熊谷 和彦 

昨年の班長に続き、今年から２年間

地区長をやることになりました。息

子の家族との同居を機に鶴が丘に

住んでまだ２年たらず、それでも班 

長として町内会の様々な活動を通じて地域との関わ

りを持った１年でした。今後は地区長としてどれだ

けの事が出来るのかわかりませんが、班長さん及び

地区内の皆様のご協力を得ながら前向きに取り組ん

でいきたいと思っております。宜しくお願いいたし

ます。 

           ４地区長 小野 千代松 

安心して住めるように町内活動に努

めます。よろしくお願い致します。 

           ５地区長 阿部 良一 

高齢化が進んで、自分も含め、どの

ような活動をすればと考えています

が、「共に」が大切であると考えます。 

共助の気持ちを皆様も考えてどうするか！どの様に

するか！その辺を真剣に考えてみたいと思います。 

           ６地区長 伊藤 哲郎 

25 年度より 6 地区の地区長を担当

することになりました伊藤哲郎と

申します。これまで町内会等の行事

等については殆ど家内に一任して 

まいりましたので、今般地区長をお受け致しました

が勝手ではございますが仕事を持っております関係

上、自分で対応できない場合地区の皆様にご不便を

お掛けしない様に家内と協力し対処して参りたいと

思いますので、家内共々宜しくお願い申し上げます。 

           ７地区長 三浦 健治 

鶴が丘に住んで早いもので３０年

が過ぎました。町内会との関わり

は、３度目の班長で最後かと思って 

いましたが、地区長を引き受けることになりました。

若いころよりは、時間の融通がききますが、体力の

衰えも又あきらかなところです。任期が無事に務ま

るように皆様のお力をお借りしたいと思っていま

す。どうぞ宜しくお願い致します。 

           ８地区長 金山 君子 

今回順番が回ってきて地区長にな

ってしまいました。年配の方にお

願いしたかったのですが。不安が

ありますが、前地区長さんに伺い 

ながら、各班長さんと相談しながら、２年間努めた

いと思います。宜しくお願いします。 

          １０地区長 須藤 富夫 

一丁目町内会の皆さんにはお世話に

なり感謝申し上げます。ご存知のよ

うに 10 地区は全戸が被災者応急仮 

設住宅になっています。自宅を建設または購入され

て出て行く人も多く、現在一人暮らしを含めて２１

世帯となっています。月例の清掃除草また春秋の花

植えには町内会の役員さんの応援を貰ってやってい

ます。だんだん人数も少なくなっていますが、住宅

周辺は皆さんの応援のもと、やっていきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

          １１地区長 豊原 富子 

２５年度、２６年度、地区長をやる

ことになりました豊原です。何もわ

からない事ばかりで不安ですが、周

りの方々に色々と教えて頂きながら 

やって行きたいと思います。至らない点がたくさん

あるかと思いますが、宜しくお願いします。 

新地区長からご挨拶をいただきました新地区長からご挨拶をいただきました新地区長からご挨拶をいただきました新地区長からご挨拶をいただきました 



    

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生さんの学生さんの学生さんの学生さんのプレゼンの模様プレゼンの模様プレゼンの模様プレゼンの模様 

平成２５年度の行事予定平成２５年度の行事予定平成２５年度の行事予定平成２５年度の行事予定    
平成２５平成２５平成２５平成２５年年年年 

4 月～月～月～月～11 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 

 

6 月、月、月、月、10 月月月月    花植え花植え花植え花植え 

 

7 月月月月 27 日日日日      納涼夏祭り納涼夏祭り納涼夏祭り納涼夏祭り 

9 月月月月 8 日日日日        敬老の祝い敬老の祝い敬老の祝い敬老の祝い 

9 月月月月 21 日日日日        鶴が丘防災祭鶴が丘防災祭鶴が丘防災祭鶴が丘防災祭りりりり 

10 月月月月 6 日日日日        秋祭り秋祭り秋祭り秋祭り・防災訓練・防災訓練・防災訓練・防災訓練 

10 月月月月 13 日日日日        健康講座健康講座健康講座健康講座 

11 月月月月 10 日日日日        文化行事文化行事文化行事文化行事 

 

平成２６平成２６平成２６平成２６年年年年 

1 月月月月 19 日日日日        鶴が丘鶴が丘鶴が丘鶴が丘一丁目新年会一丁目新年会一丁目新年会一丁目新年会 

4 月月月月 13 日日日日        定例総会定例総会定例総会定例総会 

    

日時未定日時未定日時未定日時未定                避難所運営訓練避難所運営訓練避難所運営訓練避難所運営訓練    

                         ( ( ( (鶴が丘小学校と連携して実施鶴が丘小学校と連携して実施鶴が丘小学校と連携して実施鶴が丘小学校と連携して実施))))    

    

広報広報広報広報 

    

    

２月８日（金）２月８日（金）２月８日（金）２月８日（金）    

・平成２５年度役員候補者選出と役職決定会議について・平成２５年度役員候補者選出と役職決定会議について・平成２５年度役員候補者選出と役職決定会議について・平成２５年度役員候補者選出と役職決定会議について    

・・・・５地区班構成変更・特別会員・１０地区について５地区班構成変更・特別会員・１０地区について５地区班構成変更・特別会員・１０地区について５地区班構成変更・特別会員・１０地区について    

・・・・平成２５年度事業計画概要平成２５年度事業計画概要平成２５年度事業計画概要平成２５年度事業計画概要    

・アンケートについて・アンケートについて・アンケートについて・アンケートについて    

・監事監査について・監事監査について・監事監査について・監事監査について    

３月１５日（金）３月１５日（金）３月１５日（金）３月１５日（金）    

・平成２５年度役員候補者名簿と引継ぎ・平成２５年度役員候補者名簿と引継ぎ・平成２５年度役員候補者名簿と引継ぎ・平成２５年度役員候補者名簿と引継ぎ    

・平成２５定例総会資料原案審議と承認・平成２５定例総会資料原案審議と承認・平成２５定例総会資料原案審議と承認・平成２５定例総会資料原案審議と承認    

・地域通貨事業について・地域通貨事業について・地域通貨事業について・地域通貨事業について    

・監査について・監査について・監査について・監査について    

・防安委員からの周知・防安委員からの周知・防安委員からの周知・防安委員からの周知    

４月１９日（金）４月１９日（金）４月１９日（金）４月１９日（金）    

・２５年度役員紹介・２５年度役員紹介・２５年度役員紹介・２５年度役員紹介    

・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    

・各委員会への要望について・各委員会への要望について・各委員会への要望について・各委員会への要望について    

・地域通貨事業準備室設立について・地域通貨事業準備室設立について・地域通貨事業準備室設立について・地域通貨事業準備室設立について    

・平・平・平・平成２５年度まちづくり助成金申請の結果成２５年度まちづくり助成金申請の結果成２５年度まちづくり助成金申請の結果成２５年度まちづくり助成金申請の結果    

・関係外部団体への参加担当者について・関係外部団体への参加担当者について・関係外部団体への参加担当者について・関係外部団体への参加担当者について    

・夏祭り、秋祭りの基本計画方針・夏祭り、秋祭りの基本計画方針・夏祭り、秋祭りの基本計画方針・夏祭り、秋祭りの基本計画方針    

・・・・町内会鍵管理者町内会鍵管理者町内会鍵管理者町内会鍵管理者    

    

編集後記編集後記編集後記編集後記 

平成２５年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度会報委員も会報委員も会報委員も会報委員も２名の方が入れ替わり、油井委２名の方が入れ替わり、油井委２名の方が入れ替わり、油井委２名の方が入れ替わり、油井委

員長と阿部由美子さん、阿部英彦の３名でスターとしまし員長と阿部由美子さん、阿部英彦の３名でスターとしまし員長と阿部由美子さん、阿部英彦の３名でスターとしまし員長と阿部由美子さん、阿部英彦の３名でスターとしまし

た。町内会た。町内会た。町内会た。町内会の行事やできごとを色々伝えていきたいと思いの行事やできごとを色々伝えていきたいと思いの行事やできごとを色々伝えていきたいと思いの行事やできごとを色々伝えていきたいと思い

ます。町内会の皆様には記事等についてお願いする場合もます。町内会の皆様には記事等についてお願いする場合もます。町内会の皆様には記事等についてお願いする場合もます。町内会の皆様には記事等についてお願いする場合も

あるかと思いますが、そのときはご協力をあるかと思いますが、そのときはご協力をあるかと思いますが、そのときはご協力をあるかと思いますが、そのときはご協力をよろしくお願いよろしくお願いよろしくお願いよろしくお願い

致致致致します。します。します。します。                                            会報委員会報委員会報委員会報委員    阿部英彦阿部英彦阿部英彦阿部英彦 

会議の報告会議の報告会議の報告会議の報告    

平成平成平成平成 25 年度の年度の年度の年度の役員・地役員・地役員・地役員・地

区長会は毎月第区長会は毎月第区長会は毎月第区長会は毎月第 3 金曜金曜金曜金曜

日日日日に開催します。に開催します。に開催します。に開催します。 

班長連絡会班長連絡会班長連絡会班長連絡会    

    ４月２１日（日）鶴が丘コミュニティセンターで役員・班４月２１日（日）鶴が丘コミュニティセンターで役員・班４月２１日（日）鶴が丘コミュニティセンターで役員・班４月２１日（日）鶴が丘コミュニティセンターで役員・班

長連絡会が開催されました。長連絡会が開催されました。長連絡会が開催されました。長連絡会が開催されました。    

当日は大粒の雪が当日は大粒の雪が当日は大粒の雪が当日は大粒の雪が降る降る降る降る天候天候天候天候の中、役員・地区長４０の中、役員・地区長４０の中、役員・地区長４０の中、役員・地区長４０

名、班長５０名の参加で行われました。連絡会では班長名、班長５０名の参加で行われました。連絡会では班長名、班長５０名の参加で行われました。連絡会では班長名、班長５０名の参加で行われました。連絡会では班長

活動の内容や、周知事項、地区活動費等の取扱につい活動の内容や、周知事項、地区活動費等の取扱につい活動の内容や、周知事項、地区活動費等の取扱につい活動の内容や、周知事項、地区活動費等の取扱につい

て説明がありました。て説明がありました。て説明がありました。て説明がありました。また、今年度から始まる地域通貨また、今年度から始まる地域通貨また、今年度から始まる地域通貨また、今年度から始まる地域通貨

について説明がありについて説明がありについて説明がありについて説明があり、、、、実際に地域通貨を実施してい実際に地域通貨を実施してい実際に地域通貨を実施してい実際に地域通貨を実施している町る町る町る町

内会の事例を内会の事例を内会の事例を内会の事例を紹介紹介紹介紹介ビデオでビデオでビデオでビデオで視聴し視聴し視聴し視聴しました。ました。ました。ました。    

連絡会には連絡会には連絡会には連絡会には白百合女子大学白百合女子大学白百合女子大学白百合女子大学の学生さんも参加頂きましの学生さんも参加頂きましの学生さんも参加頂きましの学生さんも参加頂きまし

た。た。た。た。学生さんたちが学生さんたちが学生さんたちが学生さんたちが昨年度から活動している昨年度から活動している昨年度から活動している昨年度から活動している地域地域地域地域ボランティボランティボランティボランティ

アアアア（買い物代行（買い物代行（買い物代行（買い物代行ｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽ））））    

取り組みについて取り組みについて取り組みについて取り組みについてプレプレプレプレ    

ゼン頂きゼン頂きゼン頂きゼン頂きました。ました。ました。ました。    

将監中央町内会との交将監中央町内会との交将監中央町内会との交将監中央町内会との交    

流で、買い物流で、買い物流で、買い物流で、買い物ｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽｻｰﾋﾞｽやややや    

一斉清掃ボランティア、一斉清掃ボランティア、一斉清掃ボランティア、一斉清掃ボランティア、    

住民交流等住民交流等住民交流等住民交流等活動活動活動活動内容内容内容内容    

のののの紹介がありま紹介がありま紹介がありま紹介がありました。した。した。した。    

毎月第３日曜日毎月第３日曜日毎月第３日曜日毎月第３日曜日 

AM６：３０～７：３０６：３０～７：３０６：３０～７：３０６：３０～７：３０ 

集会所の利用について集会所の利用について集会所の利用について集会所の利用について 

・申し込み先・申し込み先・申し込み先・申し込み先 

    一丁目集会所一丁目集会所一丁目集会所一丁目集会所    ：：：：狩野狩野狩野狩野    穆穆穆穆さんさんさんさん    4-6 

    一丁目南集会所：一丁目南集会所：一丁目南集会所：一丁目南集会所：堀江順一堀江順一堀江順一堀江順一さんさんさんさん    45-17 

・申し込み方法・申し込み方法・申し込み方法・申し込み方法 

     使用する使用する使用する使用する３０３０３０３０日前から日前から日前から日前から３３３３日前までの日前までの日前までの日前までの日曜、祝日を除く毎日曜、祝日を除く毎日曜、祝日を除く毎日曜、祝日を除く毎

日日日日 13：：：：00～～～～21：：：：00 までに申し込みください。までに申し込みください。までに申し込みください。までに申し込みください。 

電話等の申し込みはご遠慮願います。電話等の申し込みはご遠慮願います。電話等の申し込みはご遠慮願います。電話等の申し込みはご遠慮願います。 

使用時間（３区分使用時間（３区分使用時間（３区分使用時間（３区分時間帯時間帯時間帯時間帯）））） 

    9:00~12:00、、、、13:00～～～～17:00、、、、18:00～～～～21:00 

・使用料金・使用料金・使用料金・使用料金 

①①①①    町内会、子供会、学校、町内会補助団体町内会、子供会、学校、町内会補助団体町内会、子供会、学校、町内会補助団体町内会、子供会、学校、町内会補助団体等は無料等は無料等は無料等は無料 

②②②②    ①以外の個人、団体は時間帯ごとに①以外の個人、団体は時間帯ごとに①以外の個人、団体は時間帯ごとに①以外の個人、団体は時間帯ごとに 500 円円円円 

②では別途、②では別途、②では別途、②では別途、冷暖房料がかかる場合があります冷暖房料がかかる場合があります冷暖房料がかかる場合があります冷暖房料がかかる場合があります     

町内会のホームページ町内会のホームページ町内会のホームページ町内会のホームページ 

http://tsurugaoka.com/ 

町内会の色々な情報を発信していきます。ぜひご覧くださ町内会の色々な情報を発信していきます。ぜひご覧くださ町内会の色々な情報を発信していきます。ぜひご覧くださ町内会の色々な情報を発信していきます。ぜひご覧くださ

い。グループやサークルのお知らせ等ありましたらホームペーい。グループやサークルのお知らせ等ありましたらホームペーい。グループやサークルのお知らせ等ありましたらホームペーい。グループやサークルのお知らせ等ありましたらホームペー

ジ管理者（会報委員長）へご相談ジ管理者（会報委員長）へご相談ジ管理者（会報委員長）へご相談ジ管理者（会報委員長）へご相談ください。ください。ください。ください。    

 

平成平成平成平成２５２５２５２５年度の各委員事業年度の各委員事業年度の各委員事業年度の各委員事業

計画案が発表されました。計画案が発表されました。計画案が発表されました。計画案が発表されました。 


