
鶴 l号議欝

顆文 軋 鱚曇|″令徊冬馨飩麒魏俯錮

軸

4月 動翻「ふれ蝸い靱蹴蟄営萎晨.会1麟購

慇囲「輔触都合賦鑢孝輔用者馨醗会、宮蠅総合、文化難役量会J醐鷹

8圏 上ノ原小学校入学批懇鷹

9園 神代呻学校入学凡幽慇  鰤 擁闘『韮プ摩立ちづくりの合J灌彎警員会

韮激輔 鶴 磯圃『上ノ原瑚ヽ学校閻放鸞僣委員会J麒朧

16国 「速い人ネットプ…ク会織』義鷹

iΨ 翻『申学生剖・取白転車斐麺鐵全講習密J閻鰹

16闘 『鱗慶戦育靱婦けための出地担当市隋.動 と鈴霰繭翻合赫せ会J麟1癬

1部 機『艶嘔畿爾置軸広場摯1翔番団体臨鶴金1総会鶏鷹

露◎欝 卜上ノ原市ち5く り心舎J織会

鵞4闘 F__ヒ プ嫌ィ∫ヽ学校紗{贈A総☆1醐鷹

愈7脚 『調蔽市鱗鍵教育い口J Jlプ 朦瑚ヽ学校、神代llt学校に怖力

血麺農鯉

わ月 7圏 肝ふ洋́t,お しヽい蹴運営書員会』躍鷹

憔⑫隅 i地区協議会趨絡会J睡〔臨

量雑日 靴 部鑢境文f挽祭欝行書爵、会J出席

職.鵞 翻 F晃攀学舅雙晃会J定翻総会議麟   F盆鼈り実行書員会J tti痢

蓋3圏 鰤 2回 『上プ原まら都くりの会』運営薔員会

量雄日『本下の携`護グル・・――:プホーム渾営推濃舎識1出席

篠儡闘「迷しヽ大ネットワーク会議』曲鷹

豊?圏 「饉全育成櫨鸞上ノ朧地区書員会関係者懇蠍会J出席

鵞撻関 鶴 量郵 F二絞巫びま鶴♂ISく つめ会をこよ鶴連絡会議 1(神 f場申、上ノ厚報ヽ.晃華学

陶》鐵催

鵞翻欝「オリンピック、パジリンピック壺倅会識』llli感

24圏 鞠代中学校伸曹欝に出麟

2懸 鐵 上プ嫌葛ヽ準横由魏会幽薦

は9麟 上プ鰯瑚ヽ学校 ?⑬ 珊錦識急式典会艤曲鷹

29、 臨周職、い露 きつれ曲、宮ノ前、けでさ聰巻児鬱逓閻 3か爾:慇構え.

饉月驚霜『難嘩学闊′』ヽ学投屁動舎』幽驚

艤隅「ふれ鰤しヽ瘍蹴濯営纂撻幾J議鷹

毬脚 鶴 2麟 『上ノ朦小学校晰撤鱗懺書量翁J臨薦

7闘 第 3睡‖『上ノ朦藍鶴づくり0会 I爾鸞書員会

議闘「上ノ原瑚ヽ学校醐腕 と鰊麟合オ》惜』出鷹  『北部地域丈化無実行委員会』幽鷹

置餞圃 第 15m『ふれ脇ぃ濶牌蛾… 卜J蝠鸞 《提華学Mで リアンホ・・―‐ル)

17園 『上ノ朦地域馘鼈り実行携艶☆』幽驚

29爾 『雌り入ネッ肝り・‐‐/・・・ク会繭』醐鷹

T舅 檄斃「ふれ鰤しヽ雹窯鸞鸞俳員会』醐朧
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i



麟翻 第 1回 『菊鰊台地区蠅なりうどい鑢行錮量翁』臨麟

9囲 『本下の介蜀グルーープポーム顆鸞雑濃蝙颯』臨鷹

1の 爾 欝懲圃 F三機及びま鶴づくり靱癬によ綺邁鱗会鉤J舅鑓

10、 14爾 『_m_ノ 朦地域疵蝠輸大会』‡進颯鼈位で祓カ

1?爾 「上ノ原輔ヽ学校 79濁隼識炒式懃実行黍員会』幽鷹

R3爾 鱗 4圃『上プ原ま%6く り靱☆』は営な量会

議6闇 「迷い入率ットワーク会鶉』麟鷹

馘月鐵鶴「地炒雉雉会鯰麟会』臨朧

鶉翻『ぷ趙♂輌い時家邁鸞な員会』臨麟

鰯圃 Fオ リンぽック、パラリ≫ピック盆体能蝙』幽鷹

惣聯図 学校躊放屁営姿鸞蓑灘饉『クリ罐ン作魏』はな力圏

鯰?闘 瘍 颯爾『聘魏台地区地域のうどしヽ実行鞣員会』醐鷹

20闘 『艤レλ人ネットワ…ク会艤』麟麟

9欄 磁露 F袂れ巫い場褻舅鸞姿員会』麟鷹

3鐵 蝙 轟口 F上ノ原まちづくり時会』朧懺錮員会

鵞◎露「本下瘍介レグループポーム』腫鸞推濃会鮨闘驚

11闘 「睦しヽ人ネットワーク会艤』臨鷹

蕊4翻 『眈イと大作戦打ち合わせ会』渕催

儘懸鶴 晃攀学蜃中学校高等学校文化祭見学

21爾 酢はい人ネットワーク轟鶴達による速い入雖覺講習会』参趙

躍4朧 舞 3爾 「工機よびまらづくり0会によう灌絡会議』閻鸞

F上ノ原輔、準絞 ?醸 周年識念式典実行委員会』饉鷹

26闘 壼閂防厄鼈会連合合より/ラ ンティア活動団体として禽鰯表彰され饂

我8闘 「斃化大作鶉J纂盪

1● 月 7圃 鮮ふれわりや家は懺警蜻会」lpl鷹

1鵞 翻『北饉鼈鐵文牝無実術鑢曼会』幽鷹

量4脚 「難攀学財マジアのMM靱会』幽鷹

盤5圏 鶴 9蝠 『難鱚鶯趣区地域颯0だけ」実行委員会麟鷹

1餞 闘『榊fに申学校合黎祭J幽鐵

監轟圏 欝艤圏「上ノ朧まらづくり晰会J運営纂員会

麓⑫鱚『上ノ祠褥域運蜀舎』はや憫藝協力

麟韮爾『艤い人ネットワ蜂ク会謳』爾鷹

議轟餞『ゴヒ祠撫鷺隋 3⑬ 周年鸞念甕鉤』 F交流会』麟鷹

盟臨鵬『北糠飽蟷文化祭』で『焉楽しみ議…ナー』は参豫爾

鶯8圏 上ノ原理ヽ学摘裁培魏量翁磁植え瘍手儀い

鷺 月 蔓～舅露『北部飽蜀文イ鼈嬢』は艤示と『懸れ鰤い灘――‐9-・m__」 でな蜘

豊翻『上ノ朦地域今警ステイ ドトーク晰座』隕催   「蠅区褥鶉会は聰☆」饉鷹

5～ 10爾 輔艦部機民鶉 30N年を炒隧し、ガャラリーにで轟磯鰊満笏蒟示

5圏 F膜れ趙懸ゝの家憑鸞なに会」出鷹

?爾 『躙災夕∫薇』盆緻嶽靱舎  《憮9獨 趙圃別打場合鰐燈)

灘麗翻『本
~l・~の

分蝙グル・・―プホ・―‐‐ム鸞鸞雖購会鼈』幽艤

――露‐――



ヽ

『上ノ原輔ヽ学校 7⑥ 圃年織な式k」 幽鷹

豊3闘 第 7国 『上ノ原ま鶴づくりの金J鱚激鰺員会

盟3餞 F鶯露鶯地区地域のつどい』に脇カ

は4園 『鰤襲翻蝙』レやくママ菫京ぼつさい幽欝教蠍』同時闘燿

慾6目 鶴 礁圃「二校風がま鶴づくつの金による鮨綴会は1蠅燿

量2月 2闘 「ふれわいの家鱚燎響農会』幽鷹

脩翻 舞慇圃『血プ漂増ヽ学校陶放鱚懺纂麗会』醐麟

6餞 『鐵い人ネットワータ会眈』曲驚

1の 問 鶴 8爾 [上プ朦ま鶴づくつの食』は常獲員会

14闇 飽区協慇会『飽鐵鱗糧晰強畿』曲鷹

蒻

_  亀月 6爾 「膜れ隋いの家緻鸞纂員会』爾鷹

驚4爾 F本下の介鶉グループが―ふ鱚鶯・ly鷺会贔J麟鷹 F迷ぃ人ネットワーク会晰J出麟

15闘 第 9爾 F上ノ原ま鰺つくり時会Jは鶯雖糞舎

04闘 欝 5圃 「重校及びまらづくり聰会による連絡会鰺』蝠燿

鰍月露圃「Mラ ンテイズ礎濾会』Fミ 轟バザーJ圃銹浙饉

3闇 「ふれ蝙いの家は鸞纂員会J麟驚

犠興「迷い人ネットワーク会颯』臨購

10圏 欝 世③珈『上ノ原まらづくり靱会J舅営茫量饒

宣移圏『難攀学圃中学校萬等学校合蝙鐵アクール』畠鷹

徊 圏「オリンピック、パラリンピック金悴会軋」麟麟

懺量闘 上プ朦瑚ヽ学校 ②集盤対難「地域の方との文疱☆」援糞に掏力

「地麗協蝙会鰤災晰強会J麟麟

麟9圏 上ノ原ノ』ヽ蓮p電 のプランター8艤植えがた

3月 愈震「かれ巫いの家ゝ鸞袋蠍余』爾鷹

儘9鋼 富プ前、けやさ児饉遊蜃鵞力所で確の種え羅し

以下コ艘サウイルム尿鰊予防輻膳あ澁靱中止

0会轍

会轍 31号《令翻元年 3月 》、9懺 場 (令軋 麟年議濁》斃行

③爾懺鸞動

児鰤・盤徽靱機下校時に変馘鐵盆勒振 り及びバ トぽドル、ごみ給しヽ、また電雉な時Nに

国醜りをして頂いています。

①つつしヶ朧蠅量館のミ轟児鼈鼈溝颯に子供たちの見̀寄
りとして協力してしヽます。

の書鸞 趙布市麗襲物滅鰺巫ぴ繹利用儘濃委員に 3名就籠 しました。

◎欝付

ミ議バザー覺上盗 37、 悪lm円盆額を社会福祉蝙徊会へ寄付致 し畿した。

①表彰

金国防犯聰金趨舎合よりがランティア活動圃体産して豊圃毅穆珀れました。


