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   総会は「会議」に替えて「書面表決書」方式に  

 新型コロナウイルス感染症対策にともない、令和元年度の下村町内会の総会の開催方法を

次のように変更いたします。 

 

１ ４月１９日に、伊勢山小学校で開催を予定していた「会議形式の総会」は取り止めま

す。これに替えて、「書面表決書」方法による議案の議決をおこないます。  

 

２ 会員のみなさまは、「定期総会のお知らせ」をご覧いただき、議案の「書面表決書」

に議案の賛否・必要事項を記入してください。 

回収方法は組ごとにより異なりますが、期日は４月１６日（木）です。 

  

３ 組長さんは従来の方法により「書面表決書」を回収、集計して、 

      ４月１８日（土） 午後４時までに  

町内会館前の緑色ポストに入れてください。   

 

   その後、指定された役員が議案の議決をおこない、その結果は速やかにご報告いたし

ます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

        ４月５日の定例会は急遽「書類の手渡し」に変更 

 

 

 

 

 

 

 

  新型コロナウイルス感染症に留意して、定例会は 

 書類を手渡しする形式に変更しました。 

  それぞれの間隔を開け、「三密」を防ぐ方法をとり 

 ました。 

   

組長さんに説明する小塚会長（左）小山副会長（右）⇒ 
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  公園の花、ここに満開   

   

中田西一丁目公園 

 ハナモモ  

一本の木で紅白の花 

 

 

 

和泉町第二公園の桜          きれいな花壇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  公園から、ちょっと足を延ばせば、 

野の花も見られます。 

  

 左 ホトケノザ 右 ムラサキケマン 

       （撮影地 和泉川周辺） 

 

・・・・・・・・・・・・・・ 
 

 萩丸交差点右折可能に  

     （３月２８日現在） （ 

 萩丸交差点改良工事が進み、  

深谷方面から進行してきた道に 

右折の表示が描かれました。 
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         和泉町第二公園で子供の見守り活動  

                      ～中田地区地域福祉保健推進委員～  

 学校が春休みの期間中、和泉町第二公園では子供の見守り活動がおこなわれています。  

 午前１０時ごろから昼過ぎまで、おもに社会福祉協議会のメンバーが公園で遊ぶ親子連れ

のみなさんを見守っています。  

下村町内会では、社協の森口重瑠さん（３－２組）が見守り活動の中心になっています。

森口さん手作りの「子育てサロン号」は大人気。子供さんを乗せて公園を一周です。 

 ３月１９日には小塚会長も訪れ、親子連れで賑わう公園を見守りました。  

 （写真は一部、モノクロにしてあります）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子供の見守り活動は「安心・安全のまちづくり」の活動です。一般的には、町内会で取り

組むことが難しいことのようですが、このような状況を踏まえれば、町内会でも子供の見守

り活動を積極的に推進していくことが望まれます。  

 

  新型コロナウイルス感染症にみんなで対処していきましょう。  
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    「公園は春だ」 こんな時こそ 公園は待っている 

 

  春を感じたいときには、中田西一丁目、和泉町第二公園へ行きましょう。 

  中田西一丁目では、カワズザクラ、ハクモクレンが見事に咲きました。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  和泉町第二公園では、花壇の花がきれいです。  

  パンジー スイセン、菜の花などが可憐に  

  咲いています。 

 

 

 

 

 

 新型コロナ感染症で何となく落ち着かない日々・・・ 

公園でのんびり、きれいな花に癒されてきました。 

 

 今年度の締めくくりと、次年度の始動にむけて、会長・副会長・総務など調整作業をして

おります。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。  
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「  「企画部の部費の使いみちを公開する」という斬新な企画 
 

 令和元年度 企画部部費 収支決算（令和２年２月１７日現在） 

 

予算額 ３０ ,０００円         会計報告の用紙とレシート  

実績額 ２５ ,２９６円  

内 訳 コピー代 ７ ,６５０円  

プリンターインク代  

１７ ,６４６円 

残 金  ４ ,７０４円 

                       

 コピー代は、会報を掲示板用や町内会館用にカラーコピーしたものです。印刷用紙、イン

ク代の一部（黒インク）などは、個人用と町内会用の区別がつかないので部費からは出しま

せん。このあと、会計監査があります。㊞ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

萩丸交差点工事 完成目前 

 
 萩丸交差点の改良工事がいよいよ急ピッチ。 

 ２月１５日（土）には理髪店前の信号の付け替え工事  

がおこなわれました。 ここには桜の木があって、毎年  

きれいに咲いていました・・・（写真右下参照）  
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   中田連合  

囲碁将棋大会開催  

令和２年２月２日中田連合の 

囲碁将棋大会が開催されました。 

 

下村町内会からは文化部の渡邉さん（２３組）が受付業務として参加しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

    萩丸交差点工事 通学時の見守りで「安心・安全」  

 

１月３１日（金） 通学時間に見守り活動（町内会有志・伊勢山小学校学援隊） 

  

 萩丸交差点の改修工事が進んでいます。１月３０日か

ら理髪店脇の細い道の歩道拡張が始まりました。交差点

のこの場所は伊勢山小学校児童の通学路になっていて、

毎朝、下村町内会の升田さんたちが子供さんの見守り活

動をしています。 

３１日の午前８時、前日からの工事にともない赤いコ

ーンが置かれて通りにくくなっていました。この日も、

いつものように子供さんの見守りです。横断歩道で安全  

を確認し、子供さんたちが渡り切るまで優しく見送っていました。  

 

 

 

 

     この細い道への車の進入はできなくなります  
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中田連合新春健康マラソン開催   今年もマイペース 

 令和２年１月１２日、中田連合新春健康マラソン大会が開催されました。選手のみなさん

は中田小学校をスタート＆ゴールにして、２．５キロと５キロコースに挑戦。小中学校の生

徒さん、市民ランナー、そして年齢を感じさせないスーパー高齢の方まで、楽しくマイペー

スで走りました。交通部の山崎さんは学校西門で交通整理にあたりました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 下村町内会の青木さん 

東京五輪の T シャツで参加 

 

 

萩丸交差点 工事進む    

 

 萩丸交差点の工事が進み、交差点の形が大きく変わりました。  

上段の左の写真から順に、町内会館方面より進行し、交差点の中心部になります。左折す

ると深谷へ、直進すると湘南台です。右の写真は、以前ここに郵便ポストがあったところで

す。歩道は広くなりましたが、工事中は安全をよく確かめて歩きましょう。  
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感謝祭   奇跡の青空    １１月２４日  

 今年の感謝祭は前日からの雨の影響で内容を変更しま

した。和泉町第二公園での餅つき、芋煮会は取り止め、

町内会館でビールとイモの引き換えをおこないました。

急遽、変更したにもかかわらず、多くの人が引換所を訪

れてくださいました。  

 甘酒は無料。マイタケ、エノキなどを格安価格にて販

売したコーナーも盛況でした。  

 雨が心配された空模様は、引き換えが始まる頃にはすっかり晴れて、感謝祭を祝うかのよ

うな青空が・・・青空が出ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お子さんは「お菓子釣りゲーム」 

 

 

 

 

 

 会場設営、引き換えは体育部が中心となり、また、  

 女性部、文化部、広報部、保健衛生部、子供会、などが総出で準備に当たりました。  

 会場変更の案内担当として、升田さん、高野さんが公園で応対しました。  
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 深谷通信所跡地活用イベント開催   

１１月１６日（土）、深谷通信所跡地の活用イベントがおこなわ

れました。参加者は、スポーツ体験、動物ふれあい、防災ゾーン

など、楽しく有意義な体験をしました。 

  

 小塚会長は「防災 

ゾーン」で水消火器 

の運営ボランティア 

として活動しました 

 

 

     「萩丸交差点改良工事」進む  １１月中旬の状況         

 

   写真上段  

湘南台方面へ直進、 

 並びに、深谷方面へ左折の道 

 （〇枠は１０月の状況） 

      

 

 

   

 

 

   写真下段  

 ヨーカードー方面に直進 

 並びに、農協方面への道      郵便ポストはここに移動してきました。 
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 中田連合文化祭開催  中田小学校  

   

 １１月９～１０日 中田連合の文化祭が開催されました。

展示会場となった中田小学校体育館には１２５０点もの作品

が飾られました。下村町内会からは、いずれも見事な出来栄

えのジオラマ模型、手芸、水墨画、木工品、折り紙などが出

品されました。 

 

 

 

 

 展示会場には民生児童委員、スポーツ推進委員など各委員の活動の発表もありました。校庭で

は盆栽の展示、模擬店、身体年齢測定コーナー、野菜の販売などもおこなわれ、晴天のもと楽し

い一日を過ごしました。    （写真右は下村町内会が設立５０周年に贈ったテントです） 
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 地域防災拠点防災訓練   訓練   

１０月２０日、伊勢山小学校 地域防災拠点防災訓練をおこないました。下村町内会からは

８０名ほどの方が参加しました。今回は「防災クッキングアドバイザー」の鈴木さんを講師に迎

えて「元気が出る非常食」の講演と調理実演でした。また、事前に避難者カードを配布してお

き、記入したうえで参加してもらいました。およそ８割の方が協力していただいたので一定の成

果はあがったと思います。参加者も多く、充実した内容の訓練であったと思われます。 

  

 

 

 

 

 

 「小塚会長の挨拶」   防災資機材     防災倉庫     炊き出し訓練 

 

   

   １０月１２日（土） 台風１９号により中田小学校に避難所が開設！    

 

防災訓練の一週間前、現実の避難所が開設されました  訓練ではありません 

  

１０月１２日、台風１９号接近に対処するため中田小学校に避難所が開設されました。中田

地区に豪雨災害で避難所が設けられるのは初めてといってもくらいの事態です。区内の避難所は

他に、阿久和川沿いの岡津小と、西北部で境川に近い飯田北いちょう小、ひなた山第三自治会館

だけでした。他の地域に比べそれほど洪水や浸水が予想されていない中田方面に避難所が開設さ

れたのは異例中の異例です。避難所開設は市のホームページや広報車で伝えられました。 

 

 １２時３０分ころ、中田小の避難所には１５名ほどの方が 

避難されていました。体育マットを敷いて座っていました。 

下村町内会から避難してきた方がいたなら、声を掛けて何か 

お手伝いしたいと思ったのですが、この時点で下村町内会か 

ら避難した方はいませんでした。１２日の夜までに周辺地区 

の１９世帯・４３名の方が避難されたとのことでした。 

                   次ページ（１７－１）へ続く 



 ホームページ＋プラス    №１７－１ 

 

 

ますます雨風ともに激しくなっていきます。無情にも、避難する人の行く手を阻むかのよう

な強風が吹き、用水路は濁流と化しました。叩き付ける雨に校庭も水浸しです。 

身の危険を感じるほどです。  

そこへ、豪雨の中、小さいお子さんの手を引いたお母さんと、その子のお爺さんが避難して

きました。避難所に着いてホッとしたようすでした。けれども、状況が分からないお子さんは俯

いています。お母さんがその子の手をしっかりと握っていました。  

  

訓練ではない、実際の災害対応の避難所を見ました。 

  

災害時には自助・共助・公助の三つが必要と言われています。自助は自分の命は自分で守る

こと、共助は地域で助け合うこと、公助は消防や行政の支援活動です。このうち、町内会がおこ

なうのは「共助」です。困っている時に隣近所で助け合うのが共助です。 

しかし、今回、避難所に地域防災拠点運営委員や他の町内会関係者の姿は見受けられません

でした。中田連合防災部は「自宅待機」していたとのことです。避難所に行くのは自助であり、

避難所開設は公助です。その間を補うのが共助だったのですが・・・  

 

台風であれ、地震であれ、災害で避難所が開設されるのは非常事態です。今後、このような

大きな災害に見舞われることがなく、二度と避難所が開設されないことを願います。 

それでも、万一の時に備えて十分な対策をしなければなりません。 

  

               災害時の情報収集  

 

   横浜市のホームページ    災害時の緊急情報などが掲載されます 

 

   横浜市防災情報 E メール  パソコンやスマートフォンに、地震・気象警報・ 

                  緊急情報などが届きます  

                  （事前の登録が必要です） 
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 １０月１２日 台風１９号の影響   

 

 令和元年１０月１２日の台風１９号、泉区、中田地区、そして、この下村町内会には目立

った被害ありませんでした。台風接近中に避難所として開設された中田小学校、増水した宇

田川、ごみの収集中止についての報告です。 

   

 避難所開設   （訓練ではありません、災害対応です）  

 １２日正午、中田小学校体育館が避難所として開設されました。豪雨災害では初めてといっ

てもいいくらいでした。開設されたのは、泉区内では岡津小学校など四か所だけでした。避難所

が開設されるという情報は、横浜市のホームページ、並びに広報車で知らされました。  

  

１２時３０分ころの様子です。この時点では避難所となった体育館に約２０人ほどの人が避

難していました。豪雨災害の時は、避難する時は食べ物、飲み物を自分で用意して持っていく必

要があります。また、着替え、タオル、スリッパなどがあると便利です。  

  

 増水した宇田川          １２日、家庭ごみは収集中止   

１２日正午頃 農協前 

 

 

 

 

 

 

 １０月１２日（土）は家庭ごみ（伊勢山地区は燃やすごみ）の収集は中止でした。前日に環境

事業推進委員さんが集積場に貼り紙をしたり、組長さんが一軒ずつ回って知らせたところもあり

ました。町内会のホームページにも掲載しました。しかし、集合住宅など、いくつかの集積場で

はごみが出されていました。 
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令和元年５月―１０月 委嘱委員さんの活動 

 
青少年指導員 ふれあい ザ いずみ 軽スポーツ大会   サマーフェスティバル  

 
 

 

 

 

 

 

藤原さん                     深瀬さん 

  
民生児童委員 赤い羽根共同募金 街頭募金活動（１０月１日 中田駅前） 

 

 

 

 

 
 

 

 杉田委員        福田委員   岡村委員（写真中央） 

  
 環境事業推進委員 一斉清掃活動（１０月５日 立場駅～中田駅） 

  

 

 

 
  

 

 

 穐本さん          石田さん 
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              敬老の日 特集 

下村幸友会  

 下村幸友会は高齢者のみなさんの集いです。「オレオレ 

詐欺対策」を学んだり、「認知症予防」に役立つゲームを 

して楽しく、元気に過ごしています。    

        泉警察による「オレオレ詐欺対策講座」⇒   「電話でお金はサギ」 

     

 

 

 

 

 

認知症予防講座         写真上 民生児童委員  

（民生児童委員・保健活動推進員・友愛活動推進委員が運営しています）  

 

・・・・・・・・・・・・・・ 

長寿会（下村町内会の老人会）  

 ９月１８日「長寿会」の会合では敬老のお

祝い会が開かれました。また、２０日には

「社会奉仕の日」の活動として、和泉町第二

公園の清掃をおこ

ないました。 

長寿会 ペタンク大会 

老人クラブ  

社会奉仕の日  

 敬老祝い品をお届けしました   

福祉厚生部  

 今年も、７５歳以上の方に、敬老祝い品を

お届けしました。 

左 定例会で祝い品を配る。 

右 福祉厚生部 部長 白井かおりさん 

 

 

 

 

９月１６日 中田連合敬老会 
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９月８日 町内会運動会開催 伊勢山小学校校庭 

 令和元年度の運動会、予定通り、校庭でおこないました。安西結衣さん（伊勢山小学校６年）

と小林優輝君（中田小学校６年）の元気いっぱいの選手宣誓で始まりました。徒競走、綱引き、

玉入れ、子供たちの歓声が響きます。 

 

  

 

 

 

 

 

  体育部のみなさん      スターター 

  選手宣誓 右 安西結衣さん 左 小林優輝君  

 

    競技開始                    

                     

 

 

 

 

 

 

 

紅白玉入れ   競技のあとは、みんなで後片付け       
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中田連合「サマーフェスティバル」開催   

８月１７日におこなわれた、中田連合サマー

フェスティバルの様子です。気温３５度にもな

ろうかという暑い日でした。ビンゴ大会では、

照り付ける太陽のもと、子どもたちの元気な歓

声が上がりました。 

           ビンゴ大会→ 

 

萩丸交差点工事中  

 萩丸交差点の改良工事が本格的に始まりました。工事が進んでいる個所はずいぶん形状が変わ

ってきました。工事は来年の２月まで続きます。 

    

 

 郵便ポストから旧深谷通信隊方面への      毎朝、小学生の通学を見守っている交差点、 

道は交差点の形が見えてきました。      信号機の柱が立ちました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

 和泉町第二公園と中田西一丁目公園の花 真夏 

 

左  ノウゼンカズラ 

中上 シソ 

中下 アサガオ 

右  ヒマワリ 
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   盆踊り大会 開催  ８月３日 和泉町第二公園  

 

   大きな櫓、鮮やかな笹竹、踊りの輪、子どもたちの歓声  

これが下村町内会の盆踊りです  

 

 ８月３日（土）盆踊り大会を開催しました。当初は７月２７日の予定でしたが、台風接近のた

め一週間遅れての盆踊りになりました。早朝から、役員、組長などたくさんの人が準備にあた

り、例年通り、見事な櫓が完成しました。そして、夕方、６時から盆踊りが始まり、泉区音頭、

中田音頭、炭坑節に合わせて踊りの輪が広がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災組織を盆踊り開始       灯りが入った櫓    笹竹の飾りつけ 

                  色とりどりの提灯   ボール掬い 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

 

 

 

 

 

 

 

   櫓の飾り付け   祝い金の掲示板  小山実行委員長挨拶  小塚会長挨拶 
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 盆踊り大会の準備  太鼓の練習 花作り 踊りの練習 （ほぼ文化部） 

 

 ７月２０日には二回目の太鼓の練習がありました。東京音頭や中田音頭に合わせて大太鼓

を叩きました。みんな上達が早い。  

 

 

 

 

 

 

 

      ７月２１日は櫓の竹を飾る花作りでした。 

                  文化部部長 佐藤さん 

             

 

 

 

 

 

  赤 青 黄 橙 紫 色とりどりの紙を重ねて細く折り、それを広げてきれいな花飾り  

 ができます。１ ,０００個以上の花が咲きました。 

 

   ７月２１日は踊りの練習をしました。  中田音頭は子どもたちがお手本 

 

 

 

  

 

 

    太鼓の練習、花作りなど、盆踊りの準備はおもに文化部が担当しました。  
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  盆踊り大会 太鼓の練習    ７月１３日（土） 

 ７月２７日の盆踊り大会へ向けて太鼓の練習が始まりました。初めて参加した子どもさんもた

くさんいます。全員で小太鼓の練習をしながら、大きな太鼓にも挑戦。先生の指導のもと、炭坑

節や中田音頭に合わせて元気よくバチを振るいました。 

２０日（土）午後７時からも練習がありますので参加してね。 

 

   

 

 

 

 

 

委嘱委員さんの活動 

環境事業推進委員  

ごみ集積場所パトロールと啓発の勉強会 

７月６日（土）和泉中央南地区を対象とし

て、ごみ集積場所パトロールと啓発の勉強

会が開かれました。参加者は、資源循環局

の職員や環境事業推進委員とともに集積場

所を見て歩きました。資源循環局の職員が

出されたゴミ袋を示し、その場で分別の勉

強会です。プラマークの付いたものなどに

ついて分別の方法を学びました。 

 

   

青少年指導員キャンプ教室  

出発式   ７月１３日 

青少年指導員の藤原さんは 

 備品を積んで出発 写真右 

 

明るい選挙推進委員  

参議院議員通常選挙 

「投票キャンペーン」 

７月１１日（木）  

明るい選挙推進委員の平田きみ子さん 

（１６組）が参議院選挙の投票呼びかけキャ

ンペーン活動に参加しました。 

 

 

 

 

 

 立場駅での活動    

          額田 泉区長も参加 
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 下村町内会 盆踊り大会   
 

令和元年 ７月２７日（土） 午後６時から 和泉町第二公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 花作り               太鼓の練習            

    ７月２１日（日）          ７月１３日（土）２０日（土）       

 午前１０時から 町内会館         午後７時から 町内会館   

 

７月２７日が雨の時は８月３日（土）に延期します 

（写真は昨年度の盆踊りの様子です） 
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震災時「安否確認カード」を導入 

 

 

 

 

 

 

 下村町内会では震災時に住民のみなさんの

安全を確認するため「安否確認カード」を取

り入れました。これは新設された中田連合の

防災部からの提案を受けたもので、今年度内

の導入を予定しています。 

カードの使い方、掲示の基準、安全を確認

するシステムについては今後、検討してまい

ります。 

なお、費用の負担はありません。 

 

 ごみ集積場所パトロールと啓発の勉強会 

  

６月１０日（月）中田地区を対象にした、

ごみ集積場所パトロールと啓発の勉強会を実

施しました。雨のためパトロールは中止とな

り、勉強会だけをおこないました。 

資源循環局の職員から、食品ロス問題につ

いての説明がありました。 

『横浜市では年間、約２万トンもの「手つか

ず食品」が捨てられているんです』 

食品ロスを減らすには、三つの工夫があり

ます。 

１ 必要なものを必要な分だけ買う 

２ 食材は無駄なく使い切る 

３ 料理は全部食べ切りましょう 

 これならできますね。 

  （写真は勉強会の様子） 

 

 

 

 

 

 

和泉町第二公園の花壇 初夏 

  

    

 

 

 

タチアオイ      アヤメ       アジサイ       ユリ 
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      令和元年度スタート  第１回「定例会」開催  

  

５月１２日（日） 令和元年度の最初の定例会

を開催しました。小塚会長の挨拶に続き、総務

から組長の仕事について、また、会計、広報部

の依頼事項などの説明がありました。 

       真剣に説明を聞く新組長さん→  

 

 

  各事業部の活動も始まりました 

広報部  

５月１１日（土） 広報部は、定例会の前

日に回覧書類、市の広報などの仕分け作業を

しました。市の広報紙、県のたよりなどだけ

でも３６００部。これを組ごとの配布部数に

よって分けていきます。何度も数え直し袋に

入れて完了です。 

部長は武井博之さん

です。「学校や社協か

らの回覧も正確に枚数

を数えてお届けできる

ようにします」 

広報部部長 武井博之さん  

   

各組の袋へ  

    入れます  

   部数を確認  

 

 

防火防犯部      

防火防犯部では毎週

水曜日、午後８時から

防犯パトロールをおこ

ないます。 

５月８日からパトロ 

ールを始めました。 

部長の長島マサ子さん

（右）は、「パトロー

ルで感じたのは、細い

道に入ると街灯が少ないことです。安全・

安心なまちづくりのために頑張ります」 

とのことでした。 

 

 

 

 

 

小塚会長も参加  鈴木副会長は防犯指導  
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公園清掃 ５月１９日（日） 
 ５月１９日（日）、和泉町第二公園と中田西一丁目公園の公園清掃をおこないました。参加者

は今年度の組長、役員など６０名ほどでした。公園の落ち葉を掃き集め、植木の刈り込み、花壇

の中の雑草を取り、蔓を刈り取っていきます。一時間の作業で二つの公園ともきれいになりまし

た。終了後はお茶で休憩、パンを貰って終了しました。 

 

 

 

 

 

保健衛生部部長 小橋太一郎さん              

 「大勢の方に参加していただき、短い時間ですっかりきれいになりました」 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

 

今年度の委嘱委員のみなさんです（再任の方々） 

民生児童委員    岡村恵美子さん 福田正好さん 杉田章雄さん 

青少年指導員    藤原辰也さん  深瀬広好さん 

スポーツ推進委員  渡部光徳さん  尾山智一さん 

保健活動推進員   山本みち子さん 大瀧庸さん 

環境事業推進員   矢口秀雄さん  石田英勝さん 穐本修一さん 

 

  令和元年度に新しく就任した委嘱委員を紹介します。 

 明るい選挙推進員 平田きみ子さん （１８）   写真右 

 消費生活推進員  沼田 法子さん （１０－１） 写真左 

  

 家庭防災員は 谷田部あづささん（２２－１）です。 
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４月２１日 町内会定期総会開催 

 

 ４月２１日、伊勢山小学校にて、平成３０年度の下村町内会定期総会を開催しました。  

  

 

 

 

 

 

            会場の設営と準備              受付 

 

 

 

 

 

 

 

   議長 小山徹氏   小塚会長の挨拶                                      

     出席者のみなさん 

 

 左 常任役員紹介 

         右 事業部長紹介 

 

   

今年度の収支決算・事業報告、並びに 

 次年度の予算案・事業計画案を承認し 

 ました。 

 

 総会終了後は全員で後片付けです                 総務 小瀬さん 

 


