中田踊場自治会報
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2019 年 4 月 中田踊場自治会

2019 年自治会総会が行われました
4 月 14 日(日）、2019 年中田踊場自治会総会が開催されました。
出席者数は会員数６７０名のうち５０１名（委任状４３６名、出席６５
名）で、過半数の出席を持って総会は成立し審議が開始されまし
た。審議の後、全ての議案が満場一致で可決致しました。
今年度も「安心して安全に暮らせる、共に生きる地域社会づく
り」を目指して、各組新役員のみなさんと共に、飯島新会長以下
本部役員一同頑張って参りますので、会員の皆様のご理解とご

飯島新会長

協力をよろしくお願い致します。
~~ 2019 年度 おもな行事日程 ~~ *日程は変更されることがあります
6 月 2 日(日) 運動会&防災訓練 [第九公園]
8 月 3 日(土) 盆踊り大会 [第九公園]
8 月 17 日(土) 連合サマーフェスティバル
9 月 22 日(日) 子ども神輿
10 月 13 日(日) 連合大運動会
10 月 20 日(日) 防災訓練 [第九公園他]
2020 年 1 月 13 日(月) どんど焼き [第九公園]

子ども会・寿美令会 グラウンドゴルフ教室開催

５月の清掃当番

5 月 18 日（土） 9 時 30 分集合 中田第九公園

自治会館：２組、第九公園：３組、鯉久保公園：１組

自治会運動会＆防災訓練を行います

資源集団回収 紙類・布類・アルミ缶

6 月 2 日（日） 9 時～昼頃 中田第九公園

毎週日曜 朝 8 時までに回収場所へお願いします。ま

＊雨天中止

た、雨の日は布類の回収はありません。

景品を多数用意しております。皆さんふるってご参加

2019 年 3 月の回収金額は 22,120 円でした。

下さい。（役員は８時３０分までに集合して下さい）

今年度も引き続きご協力をお願いします。

《防災情報》 住宅用火災警報器について

会員の入会

住宅用火災警報器は、新築住宅は平成 18 年 6 月 1
日から、既存住宅は平成 23 年 6 月 1 日から設置が義
務付けられています。警報器本体の寿命はおおむね
10 年程度です。設置後 10 年を目安に警報器を交換し
ましょう。また、電池の寿命も 10 年程度です。警報器が
正しく作動するか年 1 回は作動点検をしましょう。

*今回から入会者のみ掲載

３組 田中 志遠 様

訃 報

寿美令会活動予定

１２組 髙橋 親敬 様 （９２歳）
謹んでお悔やみ申し上げます。

コスモスの会

グラウンドゴルフ

囲碁・将棋

健康マージャン

5 月 9 日（木）、6 月 13 日(木)

場所

第九公園

自治会館

自治会館 2 階

12 時～14 時

時間

9:00-11:00

13:00-16:00

13:00-16:00

5月

8,15,22,29（水）

11(土),24(金)

2,16,23,30（木）

6月

5,12,19,26（水）

4(火),18(火)

6,20,27（木）

中田踊場自治会館
参加費：200 円
参加希望の方は前日までにご連絡
下さい。連絡先（一ノ瀬）
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2019 年 6 月 中田踊場自治会

◎ 自治会運動会・防災訓練
６月２日（日） ９時より第九公園にて自治会運動会・防災訓練が行われました。お天気にも恵まれたくさんの自
治会会員の方々に参加いただきました。楽しく、有意義な時を過ごすことができました。
準備にご協力をいただいた方々の皆様、お疲れさまでした。ありがとうございました。

◎コスモスの会

◎子供会寿美令会グラウンドゴルフ教室

6 月１３日 （木） 中田踊場自治会館

５月１８日（土）第九公園にて子供会寿美令会グランウン

１２ 時 ～ １４時

ド教室が開催されました。

軽食やお茶菓子をいただきながら、楽しくおしゃべりをする
サロンです。送迎もご相談ください。参加費 200 円。
参加ご希望の方は 一ノ瀬 まで。

◎グラウンドゴルフ、囲碁将棋、健康マージャン
自治会会員の方ならどなたでも参加できます。
奮ってご参加ください。

◎ 掃除当番
今月の掃除当番は下記のとおりです。皆様のご協力を
お願いします。
会館：６組

第九公園：７組

鯉ヶ久保公園：４・５組

◎会員の入退会
入会

◎プアメリア

フラダンス

１組

菊池 健二, 伊藤 美優紀, 甲斐 翔平

6 月 16 日 （日） 自治会館にて
キッズ 10 時 00 分～
大人 10 時 45 分～
動きやすい服装、飲み物をお持ちください。参加費 200 円/人。

３組

蔡 志興

13 組

野田 章嗣

見学はお気軽に

退会

阿部

９組

◎

８組

今福 賢二

近藤 亮太

（敬称略）

資源ごみ回収について

５月分の資源回収金額は 16,310 円 でした。

◎訃報

ご協力ありがとうございました。引き続きごみ削減と、

１１組

リサイクル推進のためにご協力をお願いします。

足立

シゲ

様

９３歳

謹んでお悔やみ申し上げます。
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2019 年 7 月 中田踊場自治会

◎流しそうめん
6 月 29 日 子供会・樹林愛護会のみなさんの協力のもと
ふれあい樹林にて「流しそうめん」を楽しみました。
美味しそうですね！

日時： ８月３日（土） １７：３０～２１：００
場所： 第九公園 ※雨天の場合は８月４日
※８月３、４日の雨天の場合は中止。
1 日の開催です！ ご注意してください。
☆模擬店
焼き鳥、焼きそば、ヨーヨー、フランクフルト、
かき氷、生ビール、ラムネ、当てくじ等

◎コスモスの会
6 月 12 日 （木） 中田踊場自治会館にてコスモスの会の

☆福引き抽選会
８月３日 ２０：３０頃から行います。

写真を撮ってみました。みなさん楽しそうです。

右下の「福引き抽選券」をお持ちください。

次回 7 月 11 日（木）、8 月はお休みです。参加ご希望の方は

☆お手伝いをお願いします。

前日までに一ノ瀬まで連絡してください。

８/３（土） 8:00

第九公園 櫓建て会場設営

８/３（土） 10:00 第九公園 設備・飾りつけ等
８/４（日） 8:00

第九公園 会場撤収の作業

12:00～ 反省会
※☆お願い
ゴミ箱を設置します。分別にご協力ください。会場
のスペースが限られています。自転車等での来場
はお控えください。

◎資源ゴミ回収金額
✚日赤募金

資源集団回収金額

６月：１６，３１０円

泉区社会福祉協議会を通して、日本赤十字社に

資源ゴミ回収にご協力いただきありがとうございま

１４７，７６０円 を 募金いたしました。

す。資源ごみ回収は自治会の貴重な収入源です。

ご協力ありがとうございました。

（自治会の資源回収 毎週日曜日）
切り取り

◎寿美令会 ７月・８月 行事予定

令和元年度 中田踊場盆踊り大会
切り取り

福 引 き 抽 選 券
(抽選会日時：8 月 3 日(土)20:30 頃～)

自治会員の方ならどなたでも参加できます。
※寿美令会は、中田踊場地域の老人クラブです。
《会員募集中》

組 お名前
中田踊場自治会

中田踊場自治会報
発

8 月 3 日 中田踊場盆踊り大会

中田連合

行

2019 年 8 月 中田踊場自治会

敬老会

日時： ８月３日（土） １７：３０～２１：００

日時：9 月 16 日（月祝）

場所： 第九公園 ※雨天の場合は８月４日。

会場：中田小学校

※8 月３、４日雨天の場合は中止

体育館

75 歳以上の方に、招待状と記念品をお配りいた
します。
中田踊場自治会の 75 歳以上の方は 282 名でした。
調査のご協力ありがとうございました。

調査のご協力ありがとうございました。
お願い：ゴミ箱を設置しますので分別にご協力くださ

コスモスの会
8 月はお休みです。9 月のお越しをお待ちしています。

い。会場のスペースが限られていますので、自転車で
の来場はお控えください。

プアメリア フラダンス

ごみ分別状況見回りの活動のご報告

8月3日

19 時 45 分頃から納涼盆踊り大会に出

7 月 22 日（月）ごみ分別状況について７～１１組のごみ

演させていただきます。

置場（１２ケ所）の見回りを資源循環局業務泉事務所

皆様も一緒に踊ってくださいね♪お楽しみに！

（４名）の方々を講師にお迎えし実施しました。指摘事
項として、燃やすごみの中にリサイクル可能な紙、プ
ラの混入が見受けられました。プラについては汚れて
いてもプラごみとして扱い、草刈りの始末は袋に入れ
て３日位、封をしないで水分を抜いてから出して欲し
いとのことでした。今回の実施にあたっては概ね良好
とのことでした。立ち会っていただいた方々、ありがと
うございました。

資源ゴミ回収金額
資源集団回収金額

：１８，７４０円

６月の回収金額をご報告いたします。
ご協力ありがとうございました。
（自治会の資源回収 毎週日曜日）

寿美令会 ８月・９月 行事予定
自治会員の方ならどなたでも参加できます。

会館・各公園の掃除当番
８月の掃除当番は下記のとおりです。
会館

第九公園

鯉久保公園

１２組

１４組

１１組

清掃は、原則当該月の最終日曜日にお願いいたし
ます。

※寿美令会は、中田踊場地域の老人クラブです。
《会員募集中》

中田踊場自治会報
発

御霊神社例大祭 神輿御渡および山車曳き

行

2019 年 9 月 中田踊場自治会

中田連合敬老会

今年の御霊神社例大祭の神輿御渡は、中田踊場自
治会が順路になっています。本自治会で御旅所は

日時：９月１６日（月・祝日）

設けませんが、第一御旅所・しらゆり公園から第

受付 11：30～12:25 式典 12:30～13：30 の予定

二御旅所・葛野小学校まで 1.8km の山車曳きに子

（昼食のご用意はありませんのでご注意くださ

供たちが参加します。子供たちにはお菓子のお土
産がありますので奮ってご参加ください。

場所：中田小学校体育館

未就学児も参加できます。

演芸会：13:10～14:30 の予定。

日程：９月２２日
集合：１２：３０

い。
）

第九公園

（１）日本舞踊

（２）オカリナ演奏

（３）フラダンス

（４）中田中学校吹奏楽部

（しらゆり公園へはみんなで移動）

解散：１５：００

中田踊場自治会館

コスモスの会

（葛野小からみんなで移動）

軽食やお茶菓子をいただきながら、楽しくおしゃべ
りをするサロンです。参加の申し込みは不要です。
9 月 12 日（木） 12 時～ 中田踊場自治会館
参加ご希望の方は一ノ瀬までご連絡ください。
参加費：200 円

資源ごみ回収金額
７月 １４，９７０円 / ８月 １５，４６５円
毎週日曜日に回収している資源ごみは、自治会の貴
重な収入源です。回収にご協力くださいますよう、よろ
しくお願いいたします。

会館・各公園の掃除当番
自治会の入会 （敬称略）

訃

10 組

保手浜

13 組

澤田

芳朗

報

７組

櫻井

９月の掃除当番は下記のとおりです。

勝

怜子

会館

第九公園

鯉久保公園

１組

２組

３組

清掃は、原則当該月の最終日曜日です。

様（８６歳）

謹んでお悔やみ申し上げます。

みなさまのご協力をお願いします。

寿美令会
自治会会員の方ならどなたで参加できます。

９月・１０月 行事予定
グラウンドゴルフ

囲碁・将棋

健康マージャン

場

所

第九公園

自治会館

自治会館（２階）

時

間

9:00～11：00

13:00～17:00

13:00～17：00

9月

4・11・18・25（木)

7・21（土）

5・19・26（木）

10 月

2・9・16・23・30（水）

5・19（土）

3・17・24・31（木）

開催日

寿美令会は中田踊場地域の老人クラブです。《会員大募集中》

中田踊場自治会報
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2019 年 10 月 中田踊場自治会

中田連合大運動会

御霊神社例大祭 神輿御渡および山車曳き

日時：１０月１３日（日） 開会式 8：30 競技開始 9：00

9 月 22 日 14 時過ぎ、御霊神社の神輿御渡は、中田

場所：中田小学校グラウンド

踊場自治会館前を通りました。山車曳きには自治会

・種目は、大縄跳び、百足リレー、綱引き、玉入れ、パ

の子供たちもそろいの半被を着て大勢参加し、しら

ン食い競争、女子リレー、男子リレーなど、子どもも大

ゆり公園から葛野小学校まで元気いっぱい力を合

人も参加できます。

わせて曳きました。

・昼食は自治会でお弁当&デザート♪をご用意します。
多数のご参加をお待ち
しております。

自治会防災訓練
日時：１０月２０日(日) 9:00
一時避難所に集合した後、組ごとに第九公園に移動。水消
火器を使った消火訓練、AED の使い方、心配蘇生法、放水
訓練など行います。雨天時は、10 時～自治会館で防災

関連の講話およびＤＶＤを視聴します。
＊消火器の購入・薬剤詰換
事前申込者は 10:00～11:30 第九公園へ。雨天も実施。

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい共同募金
募金目安額は 350 円です。募金は任意

コスモスの会
10 月 10 日（木） 12 時～ 中田踊場自治会館
軽食やお茶菓子をいただきながら、楽しくおしゃべり
をするサロンです。参加費：200 円

です。皆様のご協力をお願いいたします。

参加ご希望の方は一瀬まで。

社会福祉協議会賛助会費のお礼

自治会の入退会 （敬称略）

皆様のご協力により 20,850 円が集まりました。あた

入会：13 組 生活維持向上倶楽部「匠」

たかいご協力ありがとうございました。

退会： 1 組 菊地

１０月の掃除当番

訃

会館

第九公園

鯉久保公園

４・５組

６組

７組

健二

報

１１組

狩野

満

様（７４歳）

謹んでお悔やみ申し上げます。

寿美令会 １０月・１１月 行事予定

自治会会員の方ならどなたでも参加できます。

グラウンドゴルフ

囲碁・将棋

健康マージャン

場

所

第九公園

自治会館

自治会館（２階）

時

間

9:00～11:00

13:00～17:00

13:00～17:00

10 月

2・9・16・23・30（水）

5・19（土）

3・17・24・31（木）

11 月

6・13・20・27（水）

9・16（土）

7・21・28（木）

開催日

寿美令会は中田踊場地域の老人クラブです。《会員大募集中》

中田踊場自治会報
発

「災害時安否確認カード」配布のお知らせ

行

2019 年 11 月 中田踊場自治会

自治会防災訓練

中田踊場自治会では各自治会員の皆様に「災害時

10 月 20 日（日）9 時 20 分より第九公園にて

安否確認カード」を配布いたします。

防火防犯部、消防団による防災訓練が行われまし

このカードは震度 5 強以上の地震が起こった場合

た。水消火器を使った初期消火/心肺蘇生法 AED

には、下記「災害時安否確認カード」を玄関、門

の使い方/消火栓よりの放水など訓練を受けまし

扉、ベランダ等に掲出していただき皆様の安否を

た。

自治会で確認するためのものです。掲出後はいっ

みなさん真剣に取り組んでいらっしゃいました。

とき避難所（第九公園）に避難してください。
詳しくは
検 索

自治会・横浜市
で検索できます。

資源ごみ回収金額

コスモスの会

９月 １７，５７５円 / １０月 １４,６９５円

軽食やお茶菓子をいただきながら、楽しくおしゃべ

毎週日曜日に回収している資源ごみは、自治会の貴
重な収入源です。回収にご協力くださいますよう、よろ
しくお願いいたします。

りをするサロンです。参加の申し込みは不要です。
１１月１４日（木） 12 時～ 中田踊場自治会館
参加ご希望の方は一ノ瀬までご連絡ください。
参加費：200 円

自治会の入会/退会 （敬称略）
入会

会館・各公園の掃除当番
4組

櫛田

恭平

8組

土田

英次

10 組

入野

晴朗

9組

大山

花緒莉

11 月の掃除当番は下記のとおりです。

退会

会館

第九公園

鯉久保公園

8組

9・13 組

10 組

清掃は、原則当該月の最終日曜日です。
みなさまのご協力をお願いします。

寿美令会
自治会会員の方ならどなたで参加できます。

１１月・１２月 行事予定
グラウンドゴルフ

囲碁・将棋

健康マージャン

場

所

第九公園

自治会館

自治会館（２階）

時

間

9:00～11:00

13:00～17:00

13:00～17:00

11 月

6・13・20・27（水）

9・16（土）

7・21・28（木）

12 月

4・11・18（水）

7・21（土）

5・19・26（木）

開催日

寿美令会は中田踊場地域の老人クラブです。《会員大募集中》

中田踊場自治会報
発

どんど焼き

行

2019 年 12 月 中田踊場自治会

日時：2020 年１月１３日（月祝） 10 時～

年末年始のごみ・資源物収集
12/31(火)から 1/3(金)まで収集はお休みです。

場所：第九公園

12/30(月)、1/6(月)は燃やすごみの収集がありま

お汁粉、豚汁、焼き芋（整理券配布予定）、三色団

す。(通常と収集時間が変わることがあります。)

子、樽酒をご用意いたします。無くなり次第終了になり

12/29(日)、1/5(日)の古紙・アルミ缶・古布回収は実

ます。ご自宅の注連縄（しめなわ）など正月飾りを焚き

施されます。

上げ、無病息災を願いましょう。書初めの展示も行い
ます。
※ブラスチックやビニル、紙は燃やせません。予め飾

資源ごみ回収金額

11 月 12,655 円

今後ともご協力よろしくお願いいたします。

りから外して持参していただけると助かります。

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい共同募金

※雨天時、よほどの天候

皆様のご協力により 175,880 円が集まりました。あ

でなければ、どん ど焼き

たたかいご協力ありがとうございました。

は第九公園で実施致しま
す。お汁粉、豚汁などは、

プアメリア フラダンス

会館で用意を致します。

日時：１２月１５日（日）
10：00～子どもクラス／10：45～大人クラス
場所：中田踊場自治会館

中田新春健康マラソン大会

見学可能です♪飲み物を持参してください。

日時：2020 年 1 月１２日(日)

連絡先（あべ）

場所：スタート・ゴール 中田小学校の校庭
距離は 2.5Km と 5Km。参加には事前申し込みが必要
です。詳しくは、回覧をご覧ください。

コスモスの会
１２月１２日（木） 12 時～ 中田踊場自治会館
軽食やお茶菓子をいただきながら、楽しくおしゃべり

地域防災拠点（葛野小）防災訓練

をするサロンです。参加費：200 円

11 月 17 日(日)、葛野小学校にて地域防災拠点防災

参加ご希望の方は一瀬まで。

訓練がありました。１０自治会町内会から約３００人が
参加し、AED/心肺蘇生法や起震車の体験、炊き出し

自治会の退会 （敬称略）
退会：1 組

の試食などを行いました。

７組

１２月の掃除当番
会館

第九公園

鯉久保公園

１１組

１２組

１４組

寿美令会 １２月・１月 行事予定

訃

遠藤

新、甲斐

翔平

櫻井 務

報

１４組

高橋

政一

様（８４歳）

謹んでお悔やみ申し上げます。
自治会会員の方ならどなたでも参加できます。

グラウンドゴルフ

囲碁・将棋

健康マージャン

場

所

第九公園

自治会館

自治会館（２階）

時

間

9:00～11:00

13:00～17:00

13:00～17:00

12 月

4・11・18（水）

3・17（火）

5・19・26（木）

1月

8・15・22・29（水）

11・25（土）

9・16・23・30（木）

開催日

寿美令会は中田踊場地域の老人クラブです。《会員大募集中》

中田踊場自治会報
発

行

２０２０年 1 月 中田踊場自治会

中田新春マラソン大会

謹賀新年
中田踊場の自治会員の皆様、あけましておめでとう
ございます。今年も皆様にとって健康で安全な暮らし

応援よろしくお願いします。

ができますよう、心からお祈り申し上げます。自治会は

1 月 12 日（日）※雨天中止

皆様ひとりひとりのご協力により運営されております。
皆様におかれましては何かとお忙しい事とは存じます

5.0km の部、2.5km の部

が、さまざまな活動を通じて近隣の皆様とのお付き合い
が活発なものとなりますように是非お時間の許す限り、
お気軽に自治会活動にご参加頂けましたらと存じま
す。
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

参加の申し込みは締め切りました。
（当日申込不可）

中田小学校～長後街道～葛野地区

注意!! 詐欺と空き巣
空巣、振り込め詐欺が後を絶ちません。会員の
皆様には改めて、注意をお願いします。
詐欺の被害者は、「まさか自分がなるとは思わ
なかった」と思うそうです。プロの手口に引っか

令和 二年 一月
中田踊場自治会長

からないよう、疑いの気持ちを持ちましょう。

飯島 四朗
コスモスの会

どんど焼き

第九公園

中田踊場自治会館

軽食やお茶菓子をいただきながら、楽しくおしゃべり
をするサロンです。参加の申し込みは不要です。

2020 年 1 月 13 日（月） 10 時～

1 月はお休みです。

お汁粉、豚汁、焼き芋（整理券配布予定）、三色団子、

参加費：200 円

連絡先：一ノ瀬

樽酒を用意いたします。無くなり次第終了になります。
ご自宅の注連縄（しめなわ）など、正月飾りを焚き上
げ、無病息災を願いましょう。書初めの展示も行いま

会館・各公園の掃除当番
1 月の掃除当番は下記のとおりです。

す。

会館

第九公園

鯉久保公園

※ブラスチックやビニ-ル、紙は燃やせません。予め飾

3組

1組

2組

りから外して持参してください。

清掃は、原則当該月の最終日曜日です。

※雨天時、どんど焼きは第九公園で実施致します。

みなさまのご協力をお願いします。

お汁粉、豚汁などは、会館で用意を致します。

年末年始のごみ収集について
12 月 3１日（火）～1 月 3 日（金） ゴミの収集はお休
みです。収集時間が変更になる場合があります。
8 時までに出してください。また、ごみの分別と減量
にご協力をお願いいたします。

寿美令会

自治会員の方ならどなたでも参加できます。寿美令会は、中田踊場地域の老人クラブです。＜会員募集中＞

中田踊場自治会報
発

行

2020 年 2 月 中田踊場自治会

場所：中田踊場自治会館

どんど焼き

コスモスの会

今年も恒例の「どんど焼き」が 1 月１３日、第九公演に

軽食やお茶菓子をいただきながら、楽しくおしゃべり

て開催されました。

をするサロンです。参加の申し込みは不要です。

ここで「どんど焼き」について、

２月１３日（木） １２時から

「どんど」とは竹を燃やす際に青竹が爆ぜることから

参加費：200 円

連絡先：一ノ瀬

つけられ、出雲地方が発祥の地と言われていま
す。門松や注連飾りによって出迎えた歳神を、それ

資源ごみ回収金額

らを焼くことによって炎と共に見送る意味があるとさ

1 月の資源回収金額は１１,３３０円でした。

れています。また書き初めを焼いた時に炎が高く上

資源ごみは毎週日曜日に回収しております。

がると字が上達するとも言われています。

今年も皆様のご協力を宜しくお願いいたします。

今年は晴天に恵まれ、穏やかな新年を迎えることが
できました。

会館・各公園の掃除当番
2 月の掃除当番は下記のとおりです。
会館

第九公園

鯉久保公園

７組

４・５組

６組

清掃は、原則当該月の最終日曜日です。
今月のみ会館の掃除は 3 月 1 日になりました。
お間違えのないよう注意してください。

自治会の入会

中田踊場自治会 新成人

（敬称略）

１組

壇 高博

９組

横溝 将人

９組

金子 恭代

１４組

坂野 英一

中田踊場自治会では、男性４名、女性５名の方が新成
人となられました。「おめでとうございます！」

以上の方々が入会されました。
よろしくお願いいたします。

寿美令会

自治会員の方ならどなたでも参加できます。 寿美令会は中田踊場地域の老人クラブです。《会員募集中》

中田踊場自治会報
発

行

2020 年 3 月 中田踊場自治会

場所：中田踊場自治会館

中田踊場自治総会 開催延期のお知らせ

コスモスの会

例年４月に開催しております中田踊場自治総会は、当

３月のコスモスの会は中止いたします。

初４月１２日（日）に計画しておりましたが、現在発

皆様のご理解をお願いいたします。今後の開催に

生している新型コロナウイルス感染症が拡大してい

ついては改めてご連絡差し上げます。

る状況を受け、５月に延期し、開催いたします。

よろしくお願いいたします。
問い合わせ先：一ノ瀬

日程については後日連絡いたします。
何卒、よろしくご理解をお願いいたします。

中田踊場自治会員の皆様におかれましては、引き

資源ごみ回収金額

続きこまめな手洗いやうがい、咳のエチケットな
どの予防対策をお願いいたします。

２月の資源回収金額は１３,０７０円でした。
資源ごみは毎週日曜日に回収しております。

中田踊場自治会ホームページ
中田踊場自治会のホームページは、下記 QR コードよ

会館・各公園の掃除当番

りアクセスできます。ホームページには各種ご連絡事
項、活動トピックスを含む会報などが掲載されていま

３月の掃除当番は下記のとおりです。
会館

第九公園

鯉久保公園

１０組

８組

９・１３組

す。一度アクセスください。

清掃は、当該月の最終日曜日です。

自治会の退会

ふれあいの樹林 河津桜

１３組

（敬称略）

浅見

記代子

高橋

秀敏

伊熊

春美

訃報
１０組 山田 満義 様
ご冥福をお祈り申し上げます。

寿美令会
自治会員の方ならどなたでも参加できます。 寿美令会は中田踊場地域の老人クラブです。

囲碁・将棋/健康マージャンについては、３月は中止いたします。

