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武藤会長あい痠瘨 

＜ふ矟あい 支え合う 託鐚知瘼痀瞤＞ 

痝癮度𤩍瓖痮睘う瘜ふ矟あい𥆩瘜瘼痀瞤協議会瓘癮会長砅疢溜痏瘃矞痝㿉癉

𤺋瞤𥆩痮瘓武藤哲夫𤹪痟痧い𥆩瘃璒ふ矟あい創刊陵癮発刊癉あ瘓瞤𥆩痮瘳𤩍

痟あい痠瘨𤩍疢願い砅申痮琢痓𥆩瘃璒癁痝𥆩𤹪役割砅霙瘓瘇矞癮㽷自信皕

あ瞤𥆩瘇砉疰𤩍疢溜痏痮瘓限瞤皕瓖晧全𤹪 活力疰あ瞤 撤䀹瞟い託鐚知瘼

痀瞤瓘癉誠心誠意椽力痮瘳𥆩い瞤瘓い㿉磔い𥆩瘃癮𤹪𤩍癁う㽷瞟矤痮痀疢願い

申痮琢痓𥆩瘃璒 

以託皕𤩍協議会癮概要𤹪瘃𤩍痟一読託痠い璒 

 

                 痮睘う瘜ふ矟あい𥆩瘜瘼痀瞤協議会皕𤩍痝矟𥆩𤹪癮託鐚知癮自治砅支え矞

組織籗機構癮あ瞤方砅改善痮𤩍託鐚知癮各組織籗団体疰緊密癉連携痮𤩍協力痮合瘥瘳瓖瞟瞤瞟い託鐚知

瘼痀瞤瓘癉流瞤組𥇥痝㿉疰𤹪疷矞瞟う癉瘃矞瘓𥇍立瘜琢痓瘓組織𤹪瘃璒 

 

組織癮構成皕𤩍託鐚知癉在撤痠矟矞瘃𥄢瘳癮方疰瓖会員瓘㿉𤺋瞤𤩍𥆩瘜瘼痀瞤協議会癮運営癉あ瘓矞

役員砅瓖委員瓘㿉位置瘼痏瘳い𥆩瘃璒 

今後皕𤩍託鐚知癮自治運営砅各組織や団体疰独立独歩癉進𥇍矞癮𤹪皕𤺋痀𤩍撤民癮皆痠𥆩癮磔い

や願い砅十分癉把握痮𤩍㾮矟瞢砅協議会癮場𤹪様々𤺋検討砅裴㿗瘳𤩍課題尤痮𤩍託鐚知㿉痮瘳癮合意

形成砅痮瘳課題解決癉向痏瘓活動砅展開痮瘳𥆩い瞤𥆩瘃璒 

彬体的癉皕𤩍設置痮瘓舄瘨癮活動部会疰中核㿉𤺋瘥瘳𤩍瓖託鐚知地域振興計画瓘癮基鑚施策癮不容

砅十分吟味痮瘳宙業計画砅作成痮𤩍推進痮瘳𥆩い瞤𥆩瘃璒 

 

𥆩瘜瘼痀瞤協議会皕発足痮瘓皡㽷瞤𤹪𤩍撤民癮皆様癉馴染䀹疰薄痀十分癉痟理解い瘓瘛痏瘳い𤺋い

㿉痝矤睘あ瞤𥆩瘃癮𤹪𤩍今後皕𤩍様々𤺋手立瘳砅講痱𤺋疰瞢𤩍情報提供癉昧𥇍瘳い疷瘓い㿉考え瘳疢瞤𥆩

瘃璒㾮う痮瘓痝㿉㽷瞢不容等砅痟理解い瘓瘛疷𤩍何㽷㿉痟協力砅疢願い痮瘓い㿉磔い𥆩瘃璒 

痝矟㽷瞢癮託鐚知癮𥆩瘜瘼痀瞤皕𤩍地域撤民癮䀹砉𤺋疰一致協力痮𤩍䀹砉𤺋𤹪支え合う 

曨撤民皧㿉瞤一役杇癮協力体奉疰成否癮祊祧㿉𤺋瞤𥆩瘃璒 

今痝㾮𤩍～痠痠や㽷𤹪瞟い 地域癮瘓𥇍癉自分疰𤹪疷矞痝㿉砅㿉癉㽷痀や瘥瘳䀹瞟う脽～ 㿉癮磔い砅

睘瘥瘳𤩍瓖温睘瞤癮あ矞 妹痏合い癮心疰行疷榲い瘓 私瘓瘜癮託鐚知瓘瘼痀瞤癉皆痠砉㿉㿉睘癉流瞤組砉

𤹪𥆩い瞤瘓い㿉磔い𥆩瘃璒 

 

 

媾しもうちふれあい…ち邇くり協議会𡨚頤鎖成⒋⑴裟度総会及龜各部会＝ 

⒎男⒋⒋日に開催し…した。 
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鎖成⒋⑴裟度頤媾しもうちふれあい…ち邇くり協議会𡨚頤委員鬮次頤皆さぁ扈す。 

 

顧問  松ゅ文男市議会議員    山藤鉦彦市議会議員 

会長  武藤哲夫     副会長  高橋正次ォ託鐚知区長会長オ    烋ゅ忠彦ォ自治連託鐚知支部長オ 

部会 個 人 籗 団 体 組 織 籗 団 体   

総務籗自治 

部会長   烋ゅ利弘 

区長会 

河村智之 烋ゅ益夫 

副部会長 

区長会膅副会長䐢 長谷川敏彦 琢褫喜弘 椌林暁 

自治連膅副支部長䐢 烋ゅ哲邊 武井信義 椌ゅ清志 

 

推薦委員 谷村圭子 自治連膅総務部長䐢 Ǔ洋昭 

支援職員 山ゅ和伸  璗  膅書ぇ䐢 椌林学 

苗募 

高橋勉     

《村千恵子     

晧全･晧心 

部会長   村井峰男 区長会 西部清志 村井政弘   

副部会長 

区長会膅副会長䐢 山ゅ和彦 自治連膅防犯防災部長䐢 褫旅焜濯 

消防団膅分団長䐢 松ゅ浩和  璗  膅交通部長䐢 伊藤健濯 

 

推薦委員 高井敏 消防団膅副分団長䐢 石原照和 山ゅ磋生怡 

支援職員 山ゅ和伸 交通晧全協会膅支部長䐢 高井正博 

苗募 

羽ゅ褫ょ美子 椌学校 PTA膅会長䐢 山ゅ孝領 

鑽松弘子 中学校 PTA膅会計䐢   木村知博 

    防災指棡員 山ゅ和美 松ゅ広裴 

福祉籗子育瘳 

部会長 社協ォ支部長オ 山旅正忠 区長会 山中裴時  

副部会長 

区長会 松ゅ金一 自治連膅社会福祉部長䐢 花岡輝子 

福祉委員膅委員長䐢 亀井䈎箛子 社協膅副支部長䐢 大褫憲博 

 

推薦委員 中山恵美子 民児協 椌林誠 

支援職員 杉託誠 日赤恠捗団膅代表䐢 秒木美霤子 

苗募 轍藤俊憲 母子会膅会長䐢 藤川照子 

    

修徳会膅会長䐢 松ゅ焜彦 

ふ矟あい祲箐𥫤 今井徹 

䆴籞穪竴䈎膅施設長䐢 山ゅあ瘨子 

地域包括センタ籞 長榮清美 

生活籗環境 

部会長   奥ゅ光治 

区長会 

各務俊之 濯輪一夫 

副部会長 

  濯輪茂之 山ゅ一忠濯 

自治連膅副支部長䐢 溜川克弘 自治連膅環境衛生部長䐢 石原弥生 

 

推薦委員 虜ゅ邦彦 土木水利委員膅委員長䐢 山藤耕一郎 

支援職員 ゅ旅旭 農地改良組合 天褫善一 

苗募 

各務貴夫 JA 女性部 柴ゅ信恵 

濯輪節夫 椌学校 PTA膅副会長䐢 山藤裕行 

    中学校 PTA膅書ぇ䐢   烋ゅ隆之 

健康籗䅈䇦籞穙 

部会長   山ゅ沢一 区長会 林準子 天褫邊離 

副部会長 

䅈䇦籞穙推進員 纐纈明 自治連ォ体育部長䐢 轍藤敏也 

体育委員会膅委員長䐢 は中君夫 健康推進委員 須ゅ直美 

 

推薦委員 褫旅正人 䅈䇦籞穙推進員 朝倉健忠 椌瀬木章 

支援職員 杉託誠 体育委員会ォ副委員長䐢 石井外央夫 山ゅ美好 

苗募 

楙旅文良 中学校 PTAォ副会長䐢 虜ゅ龍治  

山藤寿 椌学校 PTA膅書ぇ䐢   秒木孝之 

《村昭浩 託鐚知䅈䇦籞穙祲箐𥫤 濯輪焜博 

文尤籗交流 

部会長   加藤篤 

区長会 

増井好和 酒井和也 

副部会長 

青少烝育成協膅会長䐢 山藤千裘 簑島学 

中学校 PTA膅会長䐢 横山焜烋 自治連膅T宙䐢 椌林浩焜 

 

推薦委員 濯輪康斌 獅子舞保存会 横山英俊 

支援職員 ゅ中皧㽷矞 中学校 PTAォ副会長䐢 亀山麻紀子 

苗募 

松ゅ慎領 椌学校 PTA膅会計䐢   褫旅隼人 

琢褫光明 保育園保護者会 武藤弘樹 

財務籗管理 

部会長 宙務局長 烋ゅ焙領 社協膅会計䐢 富村竜也 

副部会長 

区長会膅会計䐢 山ゅ肇 

  

自治連膅会計䐢 Ǔ博文   

 

宙務局 

虜ゅ美佳 T宙  鳥鑚哲夫 

烋ゅ香 T宙  杉村徹 

湯旅哲也   

臬 



 

媾しもうちふれあい…ち邇くり協議会𡨚頤⒐迪頤活動部会釁基本施策頤概要扈す。 

 

部会名 託鐚知地域振興計画癮基鑚施策概要 

総務籗自治 テ籞䇳臤 新瘓𤺋捗組䀹𤹪 撤䀹瞟い地域瘼痀瞤 

     組織･情報交換等癮充実癉瞟矞撤䀹瞟い𥆩瘜瘼痀瞤癉関瘃矞痝㿉 

晧全籗晧心 テ籞䇳𦣪 晧全𤹪晧心 䀹砉𤺋𤹪晤矞地域瘼痀瞤 

     防災訓練𤩍災害時癮支援体奉整備𤩍防犯里皨交通晧全癉関瘃矞痝㿉 

福祉籗子育瘳 テ籞䇳臬 䀹砉𤺋疰支え 䀹砉𤺋𤹪痮㿉㿗矞地域瘼痀瞤 

     濯世代ふ矟あい広場等子供癮健全育成𤩍地域癮福祉癉関瘃矞痝㿉 

生活籗環境 テ籞䇳臽 自然癉学皨 自然㿉共癉暮瞢瘃地域瘼痀瞤 

     祲箛籞ン磕穖𥫣𤩍花植え等環境保全𤩍美尤癉関瘃矞痝㿉 

健康籗䅈䇦籞穙 テ籞䇳臿 元気𤹪皕瘨瞢瘨 䀹砉𤺋疰笑顔癮地域瘼痀瞤 

     親子祲穖䄅ン禕𤩍玉入矟大会等健康瘼痀瞤活動𤩍䅈䇦籞穙癮振興癉関瘃矞痝㿉 

文尤籗交流 テ籞䇳𦥯 叡智砅引疷継疿 人癮輪砅広痓矞地域瘼痀瞤 

     文尤祭や夏祭瞤等文尤癮振興𤩍地域撤民癮交流癉関瘃矞痝㿉 

財務籗管理 テ籞䇳舄 構え痮瘥㽷瞤 信頼痠矟矞運営基U瘼痀瞤 

     託鐚知地域癮予算管理𤩍ふ矟あいセンタ籞癮管理運営癉関瘃矞痝㿉 

 

鎖成⒋⑴裟度頤事業計画扈す。皆さぁ釁い輓しょに次頤事業に取り組‥…す。 

 

鏤 財務籗管理 総務籗自治 晧全籗晧心 福祉籗子育瘳 生活籗環境 健康籗䅈䇦籞穙 文尤籗交流 

臽 

企画運営 

委員会 

   花植え 秂䈎竴大会  

臿 

企画運営 

委員会 

笮籞筁 

笪籞秖更新 

  祲箛籞ン 

磕穖𥫣 

褫球大会  

𦥯   

企画運営 

委員会 

磕ン禡籞穪 

調査 

     

舄 

企画運営 

委員会 

広報発行  濯世代 

ふ矟あい広場 

皧𥆩わ瞤癮 

見学会 

親子 

祲穖䄅ン禕 

 

𦧝 

企画運営 

委員会 

    ふ矟あい 

𥆩瘨瞤 

舙 

企画運営 

委員会 

    禕箐ウン穵 

秂䈎竴大会 

 

臤𦣝 

企画運営 

委員会 

広報発行 防災訓練 

支援 

敬老会 花植え 秂䈎竴大会 ふ矟あい 

文尤祭 

臤臤 

企画運営 

委員会 

   祲箛籞ン 

磕穖𥫣 

玉入矟大会 ふ矟あい 

ウ礥籞䄅ン禕 

臤𦣪 

企画運営 

委員会 

      

臤 

企画運営 

委員会 

広報発行 

  

     

𦣪 

企画運営 

委員会 

笮籞筁 

笪籞秖更新 

  褫焼疷 

  

  

臬 

企画運営 

委員会 

      

㾮癮

直癮

宙業 

  籗交通晧全 

運動支援 

･防犯窾穪箼

籞䈎癮充実 

籗高齢者 

生活支援 

籗親子ふ矟あ

い癮場瘼痀瞤 

秂筿箱設置   

 

 
臽 



 

媾しもうちふれあい…ち邇くり協議会𡨚頤鎖成⒋⑴裟度予算龝決…り…した。 

瓖痮睘う瘜ふ矟あい𥆩瘜瘼痀瞤協議会瓘癮会計皕一般宙業ォ昨烝𥆩𤹪癮区費オ𤩍交付金宙業ォ地域委員会交

付金𤩍敬老会交付金等オ𤩍委う金宙業ォふ矟あいセンタ籞癮管理オ𤩍夜間照明宙業膅中学校窂磹タ籞施設癮

管理䐢癮臽宙業𤹪構成痠矟瘳い𥆩瘃璒 

𤺋疢𤩍託鐚知区会瞟瞤引継い瘓資産ォ定期預金𦣪𦣪，臿𦣝臽，𦧝𦥯臬付オ癉瘨い瘳皕特別会計㿉い瘓痮𥆩痮瘓璒

烋成𦣪𦧝烝度中癉特別会計癮運用方針砅策定瘃矞予定𤹪瘃璒 

� 率入 

                               

科   目 本年度予算額ォ円） 

一般事業 コ,サケケ,ケケケ  

推進費 ォゲ,スケケ,ケケケオ 

推進協力金 ォシケケ,ケケケオ 

交付金事業 ザ,ゴケケ,ケケケ  

地域委員会交付金 ォゴ,ケケケ,ケケケオ 

敬老会交付金 ォゲ,スケケ,ケケケオ 

その他 ォザケケ,ケケケオ 

委託金事業 サ,コケジ,ケケケ  

指定管理料 ォゴ,ザシゲ,ケケケオ 

センタ籞利用料 ォシサシ,ケケケオ 

夜間照明事業 ゴケケ,ケケケ  

事業外収益 ゲスザ,コサザ  

繰越金 ゲ,ザゲジ,ジザザ  

収入合計 ゲゴ,ズゲケ,ケケケ  

                              

 

科   目 本年度予算額ォ円） 

管理費 シ,サズス,ケケケ  

賃金 ゴ,ザコジ,ケケケ  

水道光熱費 ゲ,ゲコズ,ケケケ  

電気料 ォゲ,ケザサ,ケケケオ 

水道料 ォゴザ,ケケケオ 

ガス代 ォサケ,ケケケオ 

事務機借上料 シジゴ,ケケケ  

保晤点検料 コズザ,ケケケ  

その他 サジコ,ケケケ  

修繕費 ォゲケケ,ケケケオ 

NHK籗CATV 受信料 ォゲケズ,ケケケオ 

通信費 ォズス,ケケケオ 

図書･研修費 ォジケ,ケケケオ 

保険料 ォズザ,ケケケオ 

消耗品等 サケコ,ケケケ  

事業費 ザ,サザシ,サケコ  

財務籗管理部会 ザサジ,サケコ  

総務籗自治部会 シゲケ,ケケケ  

晧全籗晧心部会 ゲゴケ,ケケケ  

福祉籗子育て部会 コ,ザゴザ,ケケケ  

生活籗環境部会 ゲコシ,ケケケ  

健康籗スポ籞ツ部会 ザゴス,ケケケ  

文化籗交流部会 ズコケ,ケケケ  

雑費 ザケ,ケケケ  

事業外費用 ゲ,ズザザ,ザズス  

助成金 ゲ,コサケ,ケケケ  

予備費 ジゲザ,ザズス  

支出合計 ゲゴ,ズゲケ,ケケケ  

 

 

臿 

� 支出 



 

鎖成２８裟度活動報告 

広報創刊陵発行𥆩𤹪癉瓖痮睘う瘜ふ矟あい𥆩瘜瘼痀瞤協議会瓘𤹪実施痮瘓活動砅報告致痮𥆩瘃璒参加痮瘳

い瘓瘛い瘓䀹𤺋痠砉あ瞤疰㿉う痟痧い𥆩痮瘓璒 

下談知区民㌢篝フ大会 

臽鏤臿日癉𤩍健康籗䅈䇦籞穙部会㿉託鐚知䅈䇦籞穙祲箐𥫤癮共催𤹪𤩍瓫託鐚知区民秂䈎竴大会𤭖砅開催痮𥆩

痮瘓璒 

大会当日皕𤩍天候癉睘恵𥆩矟𤩍臿臤名癮区民癮方疰参加痠矟𤩍多い癉親交砅深𥇍𥆩痮瘓璒 

優勝皕𤩍天褫則夫様𤹪瘃璒疢𥇍𤹪㿉う痟痧い𥆩痮瘓璒 

瓖烝癉𦣪回癮開催瓘砅望𥇥声疰多痀あ瞤𥆩痮瘓癮𤹪𤩍臤𦣝鏤癉睘開催瘃矞予定𤹪瘃璒 

下談知頤ク窗ーンゃップ 

臿鏤𦣪舙日癉生活籗環境部会疰𤩍 

自治連託鐚知支部癮祲箛籞ン磕穖𥫣作戦㿉 

タ磹磕穖𥫣痮瘳瓫託鐚知地区不癮祲箛籞ン磕穖𥫣𤭖砅 

行い𥆩痮瘓璒 

参加痮瘳い瘓瘛疷𥆩痮瘓皆様㽷瞢貴裴𤺋痟意見砅 

い瘓瘛疷あ瞤疰㿉う痟痧い𥆩痮瘓璒 

第𦣪回瓫祲箛籞ン磕穖𥫣𤭖砅臤臤鏤臤臬日癉行う計画砅 

痮瘳疢瞤𥆩瘃璒 

皆様㽷瞢癮痟意見砅律映痮瘳多数癮方癉参加痮瘳 

い瘓瘛痀痝㿉砅考え瘳い𥆩瘃癮𤹪𤩍痟協力砅疢願いい瘓痮𥆩瘃璒 

下談知区民野球大会 

臿鏤臤臽日㽷瞢𦥯鏤臤日𥆩𤹪𤩍健康籗䅈䇦籞穙部会㿉 

託鐚知体育委員会癮共催𤹪𤩍 

瓫託鐚知区民褫球大会𤭖砅開催痮𥆩痮瘓璒 

今烝皕𤩍昨烝瞟瞤参加チ籞筁数疰増え 

𦧝チ籞筁疰託鐚知中学校禕箐ウン穵癮 

窂磹タ籞照明砅使用痮瘳熱戦砅繰瞤広痓𥆩痮瘓璒 

参加痮瘳い瘓瘛い瘓皆痠砉あ瞤疰㿉う痟痧い𥆩痮瘓璒 

入賞痠矟瘓チ籞筁癮皆痠砉疢𥇍𤹪㿉う痟痧い𥆩瘃璒 

 

 

 

媾麪…わり𡨚龝箙れいに咲箙…した 

生活籗環境部会疰𤩍託鐚知ふ矟あいセンタ籞 

戻側癮休耕ゅ𤹪育瘳瘓瓖皧𥆩わ瞤瓘疰見宙癉 

咲疷𥆩痮瘓璒 

今皕𤩍瓖皧𥆩わ瞤瓘癮種疰育瘥瘳い𥆩瘃璒 

種疰痟入瞤用𤺋方皕𤩍託鐚知ふ矟あいセンタ籞癉 

疢立瘜寄瞤託痠い璒 

 

優勝痮瘓臽区癮皆痠砉𤹪瘃 

𦥯 

優勝 4 区   準優勝 7 区 3 位 8･11 区 



 

下談知ふれあいセンターに窗㍍ょク篝僊ック㌶＝設置 

生活籗環境部会𤹪託鐚知ふ矟あいセンタ籞癉 

箛秇磹祲䈎笯穖祲䅈㿉一体癮秂筿箱砅設置致痮𥆩痮瘓璒 

ふ矟あいセンタ籞癉疢越痮癉𤺋矞㿉疷癉𤩍道中癉 

秂筿𤩍空疷缶等疰痟痧い𥆩痮瘓瞢𤩍拾瘥瘳笯穖祲䅈癉 

投入痮瘳い瘓瘛痀㿉あ瞤疰瘓い𤹪瘃璒𤺋疢𤩍家庭秂筿癮 

持瘜Ů䀹皕痟遠慮願い𥆩瘃璒 

 託鐚知地区砅少痮𤹪睘疷矟い𤺋地域癉痮瘓い㿉 

磔瘥瘳疢瞤𥆩瘃璒皆様癮痟協力砅疢願いい瘓痮𥆩瘃璒 

三世代ふれあい広場 

舄鏤舙日癉福祉籗子育瘳部会疰託鐚知中学校𤹪濯世代ふ矟あい広場䅈祊穖穪笯籞䈎大会砅開催痮𥆩痮瘓璒

椌籗中学生㿉壮烝里皨𦥯臿歳以琢癮高齢者癮臬人𤹪構成痮瘓チ籞筁疰𤩍定員い瘥皠い癮臬𦣝チ籞筁出場痠矟𤩍

合計舙𦣝名癮方疰𥫣箵籞砅楽痮𥆩矟𥆩痮瘓璒𥆩瘓𤩍託鐚知椌学校ふ矟あい祲箐𥫤癮䇮ン窹籞臬𦣪名睘烝間行宙

癮一環㿉痮瘳参加痮𥆩痮瘓璒 

運営皕ふ矟あい𥆩瘜瘼痀瞤協議会癮䇮ン窹籞㿉䅈䇦籞穙推進員癮皆痠砉𤹪行い𤩍託鐚知中学校癮笯箐ン

テ磦磕癮生徒臤臬名癉睘痟協力痮瘳い瘓瘛疷𥆩痮瘓璒委員里皨笯箐ンテ磦磕癮皆痠砉あ瞤疰㿉う痟痧い𥆩痮瘓璒 

䅈祊穖穪笯籞䈎皕子供㽷瞢疢烝寄瞤𥆩𤹪𥫣箵籞瘃矞宙疰𤹪疷𤩍癁癮チ籞筁睘和気あいあい癮笑顔𤹪禩籞筁

砅楽痮䀹𥆩痮瘓璒痝癮大会砅疷瘥㽷痏癉家族癮絆疰一層深𥆩矞痝㿉癉𤺋矟皡𤩍 

主催者㿉痮瘳嬉痮痀磔い𥆩瘃璒 

参加痮瘳い瘓瘛疷𥆩痮瘓皆様あ瞤疰㿉う痟痧い𥆩痮瘓璒 

𥆩瘓𤩍入賞痠矟瘓皆痠砉𤩍疢𥇍𤹪㿉う痟痧い𥆩瘃璒 

 

 

 

 

優勝    〉旅竴碻筿箛籞 

準優勝  後藤竴碻筿箛籞 

第臬位   椌見山竴碻筿箛籞 

開催日が決定し罇いる８月以降葈行事予定 

次癮行宙癮開催日疰決定痮瘳い𥆩瘃璒大勢癮皆痠砉癮参加砅疢待瘜痮瘳い𥆩瘃璒 

𤺋疢𤩍各行事葈詳細蒴別途髙ーム驎ージ等羡ご案内いたし諟す。 

行宙 開催日 場所 

ふ矟あい𥆩瘨瞤 𦧝鏤𦥯日ォ土オ  

雨天時皕舄日ォ日オ癉奭延 

託鐚知ふ矟あいセンタ籞 

託鐚知区民禕箐ウン穵秂䈎竴大会 舙鏤臽日ォ日オ  

雨天時皕臤臤日ォ日オ癉延期 

龍泰寺禕箐ウン穵 

ふ矟あい文尤祭 臤𦣝鏤𦣪𦣪籗𦣪臬日ォ土籗日オ 託鐚知ふ矟あいセンタ籞 

第𦣪回祲箛籞ン磕穖𥫣 臤臤鏤臤臬日ォ日オ 託鐚知全地域 

託鐚知区民玉入矟大会 臤臤鏤𦣪𦣝日ォ日オ 託鐚知中学校体育館 

 開催日疰鑷定癮行宙癉瘨疷𥆩痮瘳睘𤩍詳細疰決𥆩瞤次第笮籞筁笪籞秖等𤹪痟案不砅い瘓痮𥆩瘃璒 

舄 

設置痮瘓箛秇磹祲䈎笯穖祲䅈𤹪瘃璒 

家庭ご諸蒴ご遠慮願い諟す 



 

僊滬ンテゅゃ募集 

瓫痮睘う瘜ふ矟あい𥆩瘜瘼痀瞤協議会𤭖𤹪皕部会疰開催瘃矞磹笽ン穪砅笯箐ンテ磦磕活動𤹪秇䇦籞穪痮瘳

頂痏矞方砅募邊痮瘳い𥆩瘃璒 

蓏気軽癉笯箐ンテ磦磕活動砅痮瘓い蓓蓏身近𤺋㿉痝矤𤹪𤩍都合癮良い時瘛痏笯箐ンテ磦磕活動痮瘓い蓓㿉

磔わ矟瘳い矞方𤩍瘏皧参加痮瘳䀹𥆩瘇砉㽷璒 

あ𤺋瘓癮出来矞痝㿉𤹪秇䇦籞穪砅疢願いい瘓痮𥆩瘃璒 

参加痮瘳頂痏矞皆様𤩍折瞤Ů䀹癮応募用紙癉必要宙奡砅痟ぇ入癮琢𤩍託鐚知ふ矟あいセンタ籞癉

痟提出痀瘛痠い璒痟応募砅疢待瘜痮瘳疢瞤𥆩瘃璒 

下談知頤簾ーム迄ー㌃＝新しくし…した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瓖痮睘う瘜ふ矟あい𥆩瘜瘼痀瞤協議会瓘設立癉瞟瞤笮籞筁笪籞秖砅箛窊ュ籞磕䈎痮𥆩痮瘓璒瓖穪穖𥫣笪籞秖瓘

𤹪皕最新癮行宙案不𤩍託鐚知風土ぇ等疰閲覧𤹪疷𥆩瘃璒秇磹穵䇮窊ュ籞睘瓖ふ矟あい𥆩瘜瘼痀瞤協議会瓘砅

主体癉痮瘳新痮痀痮𥆩痮瘓璒左託癉保育園籗椌籗中学校癮笮籞筁笪籞秖盨癮箛ン祲睘設痏瘳い𥆩瘃璒瓖託鐚知

団体㽷瞢癮活動報告瓘癮画面右端癉皕日別𤩍鏤別里皨祊テ秂箛籞別癮磕籞祊磹𥫤砅設痏𥆩痮瘓璒 

 

編邊後ぇ 

痮睘う瘜ふ矟あい𥆩瘜瘼痀瞤協議会𤹪皕𤩍総務籗自治部会疰広報癮発行砅担当瘃矞痝㿉癉𤺋瞤𥆩痮瘓璒 

今烝度皕𤩍瓖託鐚知撤民癮皆痠砉疰必要㿉痠矟矞情報砅分㽷瞤や瘃痀疢榲痏瘃矞瓘砅筕穖穪籞癉痮瘳𤩍瓖ふ矟あい𥆩瘜

瘼痀瞤瘛瞟瞤瓘砅臬回発行瘃矞計画砅い瘓痮瘳疢瞤𥆩瘃癮𤹪𤩍瞟矤痮痀疢願いい瘓痮𥆩瘃璒 

𤺋疢𤩍今回癮広報皕𤩍経費砅節減瘃矞瘓𥇍𤩍託鐚知ふ矟あいセンタ籞癉新痮痀棡入痮瘓祊箐籞禴竨籞機砅使用痮瘳

印宝砅い瘓痮𥆩痮瘓璒昨烝度𥆩𤹪癮業者癉依頼痮瘳印宝痮瘓広報㿉皕紙質疰若烟異𤺋瞤𥆩瘃癮𤹪痟容赦願い𥆩瘃璒 

総務籗自治部会癮女性委員㿉𤩍ふ矟あいセンタ籞癮宙務員𤹪構成痮瘓女性チ籞筁砅始𥇍𤩍多痀癮皆痠砉癮痟協力

疰あ瞤𤩍無宙広報疰発行𤹪疷𥆩痮瘓痝㿉砅感謝い瘓痮瘳疢瞤𥆩瘃璒     総務籗自治部会長  烋ゅ 利弘 

𦧝


