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羽或22年 4月 22日

4月 になっても寒い日が多く、4月 17日 には41年 ぶりに雪が降りました。利順な天実が続きますが、い力勁｀

お過ごしですか?南窓会の大きなニュースは、2年間会長を務められだ司 ‖耀子様が、健康上の理由で詢■され、

会長が変わったことで丸 新会長および新役員をどうぞよろしくお願0ま しま丸

南窓会定期総会は4月 15日 (杓午後 1時半より南平東地区センターで開催されました

聞孵者34名  到■状 76名  計 110名 。これは会員の過半数を超えており、総会は成立しました。

萩原暁様の司会、野澤義和様の議長で議事が進められ、羽成21年 度事業報告、決算報告、役員改選、平成22

年度事業計画、収支予算は、全会一致で承認されました。議事終了後、退任の利 ‖耀子様 (会長)、松井澄子様

(畠1会長)、針生光代様、1二瓶徹様、御手洗克彦様に花束の贈呈がありました。長い間、南窓会への」助 ありがと

うございました。

新役員の顔ぶれ ま、次の通りで丸

全量 LLJII員孝  副会長 倉重敬子  全赴 藤戸紘子

壁壺 秋澤洋三、阿部充枝、内田千鶴江、大宮澄子、小野洋子、菊間敏男、木原義江、小山正子、成瀕巖、

萩原暁、春木絢、松本研介、宮崎和子、和田修

監奎  御手洗克彦  二瓶徹

司 |1前会長より、退任の挨拶と、「2月に家q到 れてから、急速に体力が衰えた。しかし南窓会の人たちがいろい

ろ,配 してくれてとても有難たかつた。会長を無事全うできたのも皆様のお蔭です」と感謝の言葉がありました。

割 ‖新会長から、新任の挨拶と、「7り1会長にもつと続けてはしかったのに、健康問題で辞められるのは残念鳥

漱石の 『判 に 『人の世ま住みにくい。住みにくければ、住みにくい所をどれはど力、 くつろげて、東の間の

命を東の間でも住みよくせねばならぬ』とある。この地域が、少しでも住みよいところにするため、微力をつく

したい」と話力`ありました。

*輪投げと脚表体操の集い  5月 8日 (D午 前 10時 より 南平東地区センターにて く参カロ費無料>

*南窓会春季親睦バス旅行  5月 25日 秋 )行 き先 「三浦半島くりはま、コ崎港、鐘 、

費用6,700円   申し込み●1杓 役員まで  締め切り5月 10曰  く大勢の方の参加を期待しています>

*地区センター清掃  5月 30日 (日)午 前9時 30分 より くご協力をお願いします>

*5月 役員会  5月 15日 (D午 前9時 30分 より

竹田正明様、榎園和雄様、佐藤陽子様、岡崎佳子様、野村東次様、今井弘様の6名 の方が

4月 から南窓会に仲間入りされました。歓迎いたしますもよろしくお願いしま丸

サークル活動  現在、別瓶の13サ ークルが活動中で丸 未参加の会員の参加をお待ちしていま丸

担当役員が一部変わりま丸  「南窓会だよりJ配 布などの、あなたの担当役員はく割 ll員孝>で丸



三井台南窓会日帰り親睦旅行御案内

,い 日

集 合

出 発

費 用

似農翅り]"師 本0濯―と三崎港お買tl物

れ鍔 例鷹期糊臓鮒槍:劇71幡宮の旅

口野‐人王子バイパス‐16=線  検横道路‐くりはま花の国 (101万のポピーをお楽しみ

下さい)‐ 三崎お :鮪間屋直営店 f庄和九J(鮨 三昧御膳の昼食と鮪のお買い物) 三崎フ

ッシャツーナ クォーフ (三崎藩直営センターお買い物)― 城ケ島大橘‐城ケ島嵌策 (北原

自秋記念信 籠碑など)‐ 鎌分 :綺両′ヽ幡宮 (参拝と詢神木を応授しに行きましょう)… 小

町通,〈檄策)一 検検道路 16'線 ‐人三子パイパス‐口野

申込締切   5月 10日 (月)

*雨 興と保険証 (コピーしたものでOK)を されずに持参して下さい。

1,,消 しll(お 一人,   お中込後 お客様の御都合で旅行を取り消され/●場合は

下記の卜[率で取りllし11を,き ま , 御T承 下さい

!収 ‖i  日 21F前 20-8 111 7～ 2日 前 前  日 当日出発

“

まで 旅′T開

'`後取ユI手軟卜| 無ll 20% 30・ ● 40'` 50・ ● 100%

東京都著人タラノ連合会指定旅,綿 /東京都知事星録第2■ lmo号

0炒 ^′ ウ́レハー′壺́ 7督栞″  042-526-3141担 当 千葉

平成 22年 5月 25日 (火)

鹿島台分譲入 口

午前 7:30

¥6, 700-

嘗彗fF繁材曾非吉[烹月懲誓雅袋、
消費

'誉

む

旅 行 申 込 書

住所

氏名 才年齢

■|

書

旅行費用 ¥6, 700-

上記金額正に領収■ しました

平成 22年  月  日



三井台南窓会 サークルー覧
平成22年 4月現

サークル名 代表者名(連絡係) 活 動 日 会 費 会員数

生

き

が

い

パ ッチワーク ふ木 的 第1,第3月颯■1時～3時 1,500日 (4月 ) 11′多

ハ ソ コ ン 客メ1 具孝 毎4月 曜日3叶～5叶 1,000円 (毎月) 16名

吉道 松井 溢子 月2口人嘔 口1時～3叶 1,000円 (苺月) 5名

羽卜L●● 人営 溢子 第4人曜日1時～3叶 1,000円 (4月 ) 5名

日非 人沢 に美香 第1,第3木曜日1叶キより 2,000円 (毎月) 7名

フラワーアレンジメント 石塚 美代 第4木曜日午前10時～12叶 2,000円 (材料費ム) 13名

麻 2 萩原 暁 第1,第3全曜、第2第4木曜日午後 年頼3,000日 17名

囲ふ 綺間 敏夫 毎近土曜日午後1時よう 年頼4,000円 10名

健

　

康

太極拳 野澤 孝子 第1,第3人 曜日午後(歯が丘地区センター) 2,000円 (4月 ) 15名

ゲー トボール 秋澤 洋ニ 毎週人,べ金曜 日9時 (鹿島台広場) 500日 (4月 ) 9名

ウォーキ ング
～

口 修 第1,第3木曜日午前9時～ 無 16名

つぼの会 大す 滲子 第1,第3木曜日4峙 ～6時 250円 (毎月) 18名

フォー クダ ンス 大営 溢子 第2,第4全 曖 口1時～3時 2,000円 (4月 ) 9名


