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ちょうわ 区 の仲間たち

鰹宝育臨推進  地区委働蓋では「一鎌生琶週える豊」「一泊キャンプ」「鮮つき資豊」な進

さござぎ筆軽与在青つておりぎず。警選もた藝は、 Lrか饉緊な等ヽたくさんの塞賑難λ を 験レ町

欲しいと時思いで読[■ ています。また、ソフトボー,レ秦JttL lジ 息二耐 プリーダー)締選蓋経 験で、

:続して努力する事の楽しさや、凛力して叙L_7遂げる薫晴らしさを振えていければ七 .際 まヽずョ
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Ц川ヒディアーズは、担豊Aト ップlザ ーダ匡断鳳ひ

部帯をホームダウンとずるアメフトナームでず晴

チーム曖慈曹ま ・日本―に必さわししヽチームとなサて「日本

一轟|こなる"です恩性蓼とアメフト巻河立賑町峨「日本一聾

を目 いて転ゝまず駆 圭だ三度も日本一|こ きずl_rだ冒

ディアーズの 習夢つウンド鏡創部から変わらず、 和 痙

を拠点として箸ヽまずロ
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翻蕪  慟推   潤権市立  小学校   市立第四中学被 鯛布市立節内中

網苺市社      扇PO被入  勝IC滉薬都 神疵溺地自愉舎   膏成   機地

区委員会 大町自治会  網布市髄称闘節十分闘 ③翌 会 溺布膏年幸   函つつ 慧ケ丘節

国  会 豪  籠白浩争 民主盟堕霞委量 圏咽腱翻臀       デイアーズ 爾布縞議

会議員 スマイルメーク嘔濤   認和暮ヽ学校 FTA 驀野奮  会 騨FO法人わか層の崇

剛  わヽんぼくおや尋

ちょうね地区捌 29由 コ年度運営委員等     贈

華睦庭櫨◎懸嶽購爾轟疇懸轟驚、こな鶴断1鐙爾睦機驚幸

基醸警攀町赫壕彗ず離

轟気難輯ご警鸞≪蕗磨b破簗

爾画 導 :T目 {土]で嘩

覆  動  に子学レンジ∫

ちょう幅鐘臨Fェ ステ現メお臓て

昨螺眸 羮戦青中目鍾、簡斃 トイレの統立Tを
中感饉行し1ま した日午 苧赦ヽ大田降受菫諏で

辱機からは、 和覇嵯姜絞①饒受菫蒙で、籠轟 ト

イレの経立てを行キヽましだ晨彗年熱、酪受書錬

の中を整輩して、隻宙時|こ スムー
=|こ

  摯も

眸蓬駅り出せるようにしようと読 呻町ず。
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薔ょうね地区協機会数第 3
順定時纏会が爾忙されまず田

一筆 眸違動 餞と、縦廷雛

筆議の進伽  、予節、そし

て華権砕 2薫聞  き委蠍 =

盤事を選任ず轟穴蓼む鑢憲

です時で、地域砕  織譴しヽ

0わせ峨上ご参加下さるよ

うお しヽしまずc

摯 豊麗は寅鐵ふれ魯じヽ中

蒙饉む叩載ずu
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2619無 2月 24轟 {国)13～10    嘔ヽ  アlJ―サ

麗攣  笹崇争んだ後、華備体爆をしてから運力測定、畷  耐闇、餃鑽轟誂び、謡曜片  ち (65

譲以上〕駐上  し、立場籐建び、 1働 田瞳塞 渉青 〔轟 議ぽ上)鍮種穆饉挑曇缶ぎ L/鮭ョ

群だ「醸投げ」「アメフ トポーJレ投げ」攣ど  静、やってみてモ⑮難しさ饉越豊の連続でし越嘔

華辱は等閏蒙饉よる足型測定在雛り入れ、通空懇ちみた姿勢や漣額のだめ織雪麓点などア ド∫Чギス

笹いただき、行列  きるほど究変議人気でし鮭ぅ

昨年と比べ議壕の体毒は? 華鍼笹臨難点として繁覇鰺自馨はや それぞ

れの 与ゝで多く萄皆さん暉  してもヽただきまし経諏 劉の「 LIXIL
ディアーズ」と「饉 責響つッシゃ―ズ』ぬ鐘範慧撥、チアリーダー醸

lll学校校庭  輔 370亀

鬱購憲 糧帥 名

ヨープワージ体験 饉加えL範易トイレの組み立て、そして  騒消綺鋼第 10翁団による敗よ

鎌時迫力ある実績と、子供連|こ人気の消防車と東」し子替用|こ よる記念撮影が行われ大変好解でし

難 .

こ眸雛lよ地欝段ぴ占 披幽が極地で選き、鮪災の菫羹駐がЩiぎれ、この

るょう脚 区眸争く時 さんも貴菫   、創|1峰に多10しましたぅ禰

消史、饉疇議瞳護、    A巨 郵 作、運軽割‖練、可獣式ボンプ操作、

5  ょうわけマーシェスタ

7燿 2辱 日 (立》  鳳ヽ宇  書前

14時―.15時 参加書瞑麹槙

年のサで―フェスFは、台  接逓で 模様となり、

自きょ、曙間笹曝り上1 の実 と吾叩ました.東北

の援隻llLか ら靴轡轡せ鮭海産物鋤パーベキューをメイ

ン[こ、模難告で鏡 にも彙けで饉販売 しま した=お害

さ /24もたくさん賞砂て下さって、憲んとか員や鐸葉笹

発売 しましだ暉

懸  ょうねラジオ    3月 22目 4本}

市民式覇スポーツ施設・大運動躍と体青飩  参鸞讐

争ジ材体 は、 1日 は画のため体育館で行われましたが、おおむねお天気1こ恵まれました園

華爆は 8⑬ 角轟めて了時 30封から開始しました。ラジオ体操に参加した児童の皆さんが、

元気に王響 響ス伊― 卜しました c

-26晨 (目 〕7曙 30鸞‐ 8轄

ぬべ   缶 f皆勤寅 810名 )


