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議藤巻町自治会

組長各位

役員 :委員各位

(組長会終了後は各組内回覧)

【自治会からの一般報告事項】

1)10月 28日 (金)今年のハロウィン行事の予定 :参加者 16人  協力家庭  軒
2)11月 3日 (木・祝)予定 :白龍社 秋の例祭 10:00～

【「藤巻の"さ と"を育む会」からの連絡事項】
1)報告 :10月 1日 (土)「第 1回 「東山公園オ
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[参加者]:藤巻町  名、その他  名,  計 23名

2)報告 :10月 22日 (土)第 2回 「オアシ

量客李黒編
クシヨツプ」 (1見地歩き調査)

13:00～ 16:00 集

3)予定 :11月 26日 (土)第 3回「オアシスの森ワークショップ」 (西山水処理センター)
10:00-12:00

4)自 治会法人化の勉強会 :出席組長各位 と役員・委員で協議 (資料は 9月 組長会で配布済)

【学 区 関係 の連 絡 事 項 】 :回覧 資 料 は別 紙 の 通 り

1)学区運動会は中止 することに決定しました。
アンケー トの結果、藤巻町は"開催可"が多数であったが、他地区は"否"が多数

2)令和 4年度防災訓練 (於 :西山小学校)・ ・・ lo月 29日 (土)⇒中止

3)町を美 しくする地域美化活動・ 0011月 12日 (土)8:30～ 11/CXl 於 :植園公園
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5)「第41回東山一万歩コースを歩く会」
言(金)自 署夫長
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6)令和 5年 「成人の日記念行事」・・・令和 5年 1月 8日 (日 )

対象者には 12月 上旬に区役所から詳細案内状を発送予定
【その他活動の予定】

● 学区資源回収 (毎月第 1火曜 日)・ ・・・・・・・・・ 11月 1日 (火)各 ステーション

◇ 東山の森づくりの会 藤巻班定例活動・・・・・・ H月 12日 (上)lo:oO～ H:30
0 荒池ひろば愛護会清掃奉仕・・・・・・・ 11月 12日 (土 )、 H月 26日 (土)9:50～
0 交通安全街頭指導 H月 10日 (木)木村、H月 18日 (金)池 田、中村、H月 30日 (水 )り |1村

● 子 ども会ハロウィン・・・・・・・ 。lo月 28日 (金 )

0 自龍社秋の例祭・・・・・・・・・・ 11月 3日 (木・祝)lo:oo～ (雨天決行)

23 日
会長 池田章一郎

会計担当 岩瀬啓一
〇52-782-7097

以降の組長会予定(原則第 4日 曜 日):

H月 27日 ,(日 ) 12月 無 し、 1月 22日 (日 ), 2月 26日 (日 )
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自治会からの配布資料

1)令和4年度子ども会ハロゥィン実行計画 :10月 28日 (金)16:30～

2)自龍社祭礼案内 :11月 3日 (木)10:00～

以下資料本体には<別紙―X>の表示は省略>

H月 23日 (水 )

12月 4日 (日 )

令和 5年 1月 8日 (日 )

H月 12日 (土)

日(水)～ 11月 16日 (火 )

(1)第 21回 西山学区親善グラン ドゴルフ大会開催要領 。・・

(2)「第 41回 東山二万歩コースを歩 く会」。・・・・・ °・・

(3)令和 5年「成人の日記念行事」の開催について・・・・・・

(4)町を美 しくする地 域美化活動の実施について・ 00・ ・・

(5)秋の火災予防運動の実施について (お願い)・ ・・ 11月 9

(6)西山交番だより &名 東通信

(7)めいとうゅめは～と (vol.94秋 号)

以下は別途至急回覧で連絡済

(8)名東警察署からお知 らせ (ナンバープレー ト盗難防ネジの無料取付キャンペーン)

(9)令和 4年度「若松フェスティバル」のご案内 :lo月 22日 (土)10Ю o～ 12:00

(10)名 古屋高速 リフレッシュェ事 .… 高速 3号大高線 .… 終 日通行止め 10/22～ 10/31

(11)名 古屋高速道路は対距離料金制です

以上
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