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防災力の向上を目指して!
避難所の開設・運営などにおける
関係機関との連携要領を確認

　東日本大震災をはじめ、記録的な降雪による雪害の経験や、今年の「山形県沖で発生した地震」
など震度６クラスの大地震の発生、九州地方を中心とする記録的な豪雨など、自然災害が全国各地
で多発しています。
　本市でも、南海トラフ地震や富士山噴火への備えが急務であり、さまざまな訓練などを通して、自
助・共助・公助が相互に連携し、被害を最小限に抑える取り組みが必要となっています。そこで、今
年も、南海トラフ地震を想定し、市民の皆さんと避難所施設の管理者・市職員で連携した避難所開
設・運営訓練などを行いました。

　避難した自治会の皆さんを主体とし、避難所施設の管理
者、市職員が連携して市内15カ所の指定避難所を開設して、
避難所運営の疑似体験、アルファ化米の非常食体験訓練、避
難所生活で問題となるトイレや女性用更衣室・授乳室などとし
て活用できるテントの組み立てなどを体験
していただきました。
　また、聴覚障害者の方に、避難生活など
で必要なコミュニケーション支援の方法を
はじめ、日頃からの地域との関わり、自助、
共助、近助（近所）の重要性についてお話
していただきました。

　避難所からの給水支援要請を受け、市と富士吉田市管工事
協会が連携して、断水の原因の究明・早期復旧に努めるとと
もに、給水所を開設するなど、迅速な給水支援の体制を確認
しました。

問合せ■安全対策課　☎内線235

南海トラフ地震を想定した総合防災訓練を実施

指定避難所の開設・運営訓練

断水地域への給水支援訓練

さらなる
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南海トラフ地震を想定した総合防災訓練を実施

　富士吉田消防署のドローンによる被害状況偵察映像から、市
内全般の被災状況の確認や、スカイプによる現場職員によるリ
アルタイム映像など災害対策本部における現場確認の方法を
検証しました。

　市からの要請により、社会福祉協議会がボランティアセン
ターを開設し、ボランティアの受け入れから派遣準備、作業終了
報告までの一連の要領を確認しました。

　市消防団による巡回警備や、富士急行（株）からのバ
ス・電車運行情報の提供、市の土木班、建築班、上・下
水道班による現地偵察、市施設などの点検報告など関
係機関・各班との連携により迅速な被害状況の把握に
努めるとともに、消防署や自衛隊から連絡員の派遣を
受け、迅速な支援体制を整えました。

　富士急行（株）からの依頼を受けたとの想定で、下吉
田駅で帰宅困難となった外国人観光客を、多言語で状
況を伝えることができるハンドマイクや英語で記載した
情報カードなどにより、状況説明や誘導を行い、近隣避
難所へ誘導する訓練を行いました。

災害対策本部・関係機関・各班との情報伝達訓練

ボランティアセンター開設・運営訓練

外国人観光客の避難所誘導訓練

ドローンとスカイプによる情報の映像伝達

　防災力を高めるために大切なのは、まずは、「自分の身は自分で守る」自助、そして、「地域や近所
で助け合う」共助による皆さんの力が重要となります。
　日頃から、各家庭における非常食などの備蓄や家の中の危険箇所の確認と対策、災害時における
家族の集合場所や連絡方法を話し合いましょう。また、「イザ」という時に迅速な救助活動や安否確
認ができるよう、隣近所と声掛けを行うなど、普段から地域のつながりを深めましょう。
　市では、「安心・安全で災害に強いまちづくり」のため、今後も皆さんと連携し、さまざまな訓練を重
ねながら、自助・共助のパイプ役としてさらなる防災力の向上を目指していきます。

災害に強いまちづくりのために
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コロラド州
コロラド・スプリングス市

Colorado Springs
★

面積／482.1平方キロメートル　
　　（富士吉田市[121.74平方キロメートル]の約4倍）
人口／472,688人（2018年現在）
日本からの飛行時間／約11時間
時差／－16時間
年間観光客数／約600万人
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第 31回中学生姉妹都市派遣事業レポート

問合せ■市民協働推進課　☎内線204

　中学生姉妹都市派遣事業は、今年で31回目を迎え
ました。梅雨明けの爽快な天候に恵まれ、派遣団19
人は家族や学校の先生に見送られて、富士吉田を出
発し、「アメリカの山」とも呼ばれるパイクス・ピーク
の麓に位置する姉妹都市コロラド・スプリングス市へ
の旅がスタートしました。長い道のりの先には、今年
も数多くの発見と素敵な出会いが待っていました。

　到着したコロラドの大地を見渡しながら生徒は早く
もアメリカの大自然とその規模に感動を覚えました。
東には地平線、西には雄大なロッキー山脈、その間に
はとてつもなく広い空。生徒たちはこの広い空の下、
ホストファミリーと対面し、5日間のホームステイが始
まりました。

　ホームステイではさまざまな普段では見ることので
きないアメリカの日常に触れながら、ホストファミリー
と一緒にロッククライミング、ハイキング、キャンプな
ど、コロラドで人気のアウトドアに挑戦したり、買い
物に行ったり、料理をしたり、ゲームで遊んだりするな
ど、楽しい思い出をたくさん作り、限られた時間の中
でも深い絆を築き上げることができました。

　また、派遣団のために歓迎会を開いてくれた日米
協会、会場に駆けつけてくれたコロラド・スプリングス
市長ご夫妻、Ｔシャツやお菓子をプレゼントしてくれた
コロラド・カレッジなど、ホストファミリーのほかにも
大勢の方々がこの事業をコロラド側で応援しているこ
とも実感しました。

　ここまで多くの支えがあるのは今までこの事業に
参加してきた先輩方が築いてきた交流の証でもあり、
生徒はこの財産を受け継ぎ、今年も富士吉田市の小さ
な大使としての役割を果たし、57年間も続く誇るべき
姉妹都市友好をより一層深めることができました。帰
国後の報告会では、今回の派遣で得た世界観と人間
関係や言葉への価値観について発表し、これらを将
来に向けて生かしていく力強い抱負を述べました。

スケジュール
8月1日（木） 富士吉田市発

デンバー市到着
8月2日（金） デンバー水族館

ダウンタウン見学
8月3日（土） コロラド・スプリングス市へ

ホストファミリーと対面
ホームステイ開始

8月4日（日） 南コロラド日米協会とパーティー
8月5日（月） ガーデン・オブ・ザ・ゴッズ

オリンピック・トレーニング・センター
8月6日（火） 各自ホストファミリーと行動
8月7日（水） 学校訪問
8月8日（木） ホストファミリーとお別れ

コロラド・スプリングス市発
8月9日（金） 富士吉田市着
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第 31回中学生姉妹都市派遣事業レポート

　この姉妹都市派遣事業に参加する事は憧れであ
り、目標でした。一番心に残っているのは、ホストファミ
リーと過ごした5日間です。最初は戸惑い、上手く馴染
めず悩んでいたけれど、別れの時には日本に帰りたく
ないと思うほど、楽しい時間を過ごしました。
　私たちは、他国の方と関わる機会があまり多くありま
せん。ですので、他国に良いイメージを持っていない人
もいると思います。しかし、直接関わってみると、良いと
ころを知ることができました。そういう事を一人でも多くの
人に伝えていく、それが私にできる世界平和への第一
歩だと思います。
　いつか、ホストファミリーに会いに行き、成長した姿を
見せ一緒に過ごした5日間を語り合いたいです。

　今回の「中学生姉妹都市派遣事業」はとても貴重
な経験となりました。私は、初めてのホームステイというこ
とで最初は緊張と不安の気持ちでいっぱいでした。し
かし、ホストファミリーはそんな私たちのことをとても温
かく迎え入れてくれました。私に分からない言葉があっ
た時には、少しでも分かりやすい言葉にして話してくれ
て、言葉に壁はないということを実感することができま
した。アメリカの方々 、ホストファミリーは私に「人の温か
さ」を教えてくれました。今回の事業を通して学んだ事
はたくさんあります。それらを決して無駄にすることがな
いように、一つでも多くのことをこれからの富士吉田市
に発信していけるようにしていきたいです。

派遣団サブ・リーダー
羽田　希優
（明見中学校）

派遣団リーダー
齋藤　弘誠
（吉田中学校）

下吉田中学校
小宮帆七海
杉本　　新
髙山　　孟
髙山　　司
山田　詩乃
渡邉悠太郎

明見中学校
佐々木和也
羽田　希優
松本　洸洋
宮下　快偉

吉田中学校
天野　一紀
齋藤　弘誠
鈴木　梨加
橋田　慶人
堀内　菜由
渡邊　颯樹

富士見台中学校
小野　　良
宮下　莉緒

富士学苑中学校
髙橋　愛珠

派遣団名簿

※そのほかの中学生の記事は市ホームページで掲載します。
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令和2年度 保育園新入園児募集！

対象

入園基準

保育時間（必要量）

問合せ■子育て支援課　保育園担当　☎内線566・567

来年度の新入園児（令和2年4月入園希望者）

・産休や育児休業明けなど、年度途中に入園希望の方（5月～ 1月中の復帰予定）も、今回（11月受
付）必ずお申し込みください。産休・育児休業明けの方に限り、出生前でもお申し込みできます。
・在園児は、継続申請書を11月ごろに保育園から配布する予定です。

次のいずれかの理由があり、該当児童の保育が必要と認められる場合に保育園へ入園ができます。
※保護者と児童の住所が本市にあること。
❶両親が共働きであること。（会社勤務・パートなど）
※月に64時間以上・月16日以上・週4日以上・1日4時間以上勤務している場合。
　（全ての条件が必須要件）
❷両親が家庭内で家事以外の仕事をしている。（自営業・内職など）
※月に64時間以上・月16日以上・週4日以上・1日4時間以上勤務している場合。
　（全ての条件が必須要件）
❸出産、病気、精神・身体の障害がある。（出産の場合は、産前2カ月・産後3カ月の期間のみ）
❹同居の家族に長期の病人、障害者（児）がいて、常に看護している。
❺火災・風水害・地震など災害の復旧に当たっている。
❻求職活動中、就学（学校・職業訓練学校）の場合。
❼その他、家庭で保育できないと認められる場合。
※申し込みが利用定員以上の場合は、入所できない場合もあります。

★市外の保育園を希望の方★
　各市町村により入園条件・受付締切
日・必要書類などが異なります。事前に、
希望する市町村にご確認の上、子育て支
援課までお問い合わせください。
※希望市町村提出締切日の1週間前が
子育て支援課への締切日となります。

★市内の施設紹介★
　市内には公立・私立保育園のほかにも施設があ
ります。 ※お問い合わせは各施設へお願いします。
・フジQキッズガーデン
  新西原5-5-22　☎73-9140
・キッズプラザ SMILE SMILE
  上吉田東3-1-68　☎30-1041

保育標準時間（最長11時間）：両親の就労時間が月120時間以上の場合
保育短時間（最長8時間）：両親の就労時間が月64時間以上120時間未満の場合
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令和2年度 保育園新入園児募集！

申請手続きなど

　各保育園または子育て支援課で配布する申請書に必要書類を添付し、お申し込みください。 
なお、支給認定申請書や入園申込書は、児童1人につき1枚必要です。
申込書の配布
期間■10月7日（月）～ 18日（金）　土・日曜日、祝日を除く
場所■対象施設・子育て支援課（子育て支援センター 1階）

受付期間
11月5日（火）～ 18日（月）　土・日曜日を除く

提出場所
　提出場所・時間は申請書と一緒に配布する
「ご案内」をご覧の上、第1希望申込受付日ま
でに必ず必要書類を全て提出してください。
　受付日は、右の日程表をご覧ください。
※入園予定のお子さんも一緒にお越しください。
なお、受付期間以降の受け付けはできません。

保育料
　両親の住民税所得割により決定します。平成
31年1月1日に富士吉田市に住民登録していな
かった方は、マイナンバーの提出または前住所
登録地での課税証明書が必要です。

入園決定
　市で認定区分・入園施設を決定し、決定通知
書などを発送します。

入所申込対象保育園 受付日

第一保育園 11月  5日（火）
第二保育園 11月  6日（水）
第三保育園 11月  8日（金）
第四保育園 11月14日（木）
第五保育園 11月13日（水）
第六保育園 11月11日（月）
第七保育園 11月  7日（木）

ウブントゥ
にじいろ・あおぞら、

もりのいえ、
ニチイキッズかみよしだ、

キッズプラザおひさま

11月12日（火）

富士保育園 11月15日（金）

新倉幼稚園
（保育認定希望者のみ） 11月18日（月）

申込受付日程表

マザーズホームは、子どもの特性を踏まえ、
日常生活での自立支援や機能訓練を行っています。

また、隣接している第四保育園の園児たちと交流し、毎日楽しく過ごしています。

マザーズホーム　☎24-0570
子育て支援課　☎内線567

申請書配布期間

受付期間

問合せ

10月1日（火）～ 9日（水）

10月15日（火）～ 23日（水）

令和2年度

マザーズホーム園児募集！
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令和2年度　私立幼稚園の新入園児募集！

受付開始■11月1日（金）から　※お問い合わせは各園にお願いします。

令和２年度

私立幼稚園の新入園児募集！

施設 内容

月
江
寺
幼
稚
園

下吉田3-26-16　☎22-0697

●キッズサロン（未就園児子育て支援）　※予約不要
　毎週火・金曜日  午前10時～正午、費用無料、1歳児以上
●入園説明会（未就園児・保護者）　※要予約
　日時■10月10日（木）・25日（金）  午前10時～ 11時30分
●預かり保育（在園児）
　午後3時30分～ 6時30分
●HPアドレス　https://www.kinder.gekkouji.ac.jp/
不明な点がありましたら、お気軽にお電話ください。

聖
徳
幼
稚
園

下吉田3-41-15　☎22-0099

●幼稚園見学会
　日時■10月11日（金）・15日（火）・16日（水）  午前10時15分～ 11時30分  ※要連絡
●預かりクラス
　朝：午前8時～（費用無料）、夕：平常保育終了～午後6時（要別途費用）
●夏期クラス・サマーチャレンジ（遊覧船・すいか割り・親子ツアー）などの
夏休み企画
●専門講師による幼児期の体操教育（跳び箱・鉄棒・マット・トランポリンなど）
●専門講師によるプログラミング教育（年長児を対象） 
●外国人講師による英語の活動

小
さ
き
花
幼
稚
園 上吉田3-5-7　☎22-1409

●入園説明会　日時■10月16日（水）　午後1時30分～ 2時30分
●オープンスクール　
　日時■10月3日（木）・4日（金）　午前9時30分～ 11時30分
●預かり保育
　月～金曜日、早朝預かり  午前7時45分～、平常保育終了～午後5時30分
　※夏季休業中の預かり保育も行っています。
●子育て支援「ピッコロ・バンビーノ」（年6回）
対象■年齢0歳～未就園児　  参加料■無料
時間■午前10時30分～正午　持ち物■上履き・飲み物

新
倉
幼
稚
園

◎令和2年4月から認定こども園へ移行予定。認定こども園移行により、新
園舎になります。詳細は園までお問い合わせください。

浅間1-5-5　☎23-5753

●入園説明会　日時■10月9日（水）  午前10時30分、12日（土）  午前10時、 
　23日（水）  午前10時30分　場所■新倉幼稚園　遊戯室
●つくしんぼクラブ（未就園児対象）
　毎週木曜日：午前10時30分～正午（費用無料）
●一時預かり保育（働くお家の方の子育て支援）
　月～金曜日（祝日を除く）午後3時～ 6時30分
●夏期、冬期保育　1号認定夏期、冬期保育あり。（希望者）2・3号認定夏期、
　　　　　　　　　冬期保育も通常保育となります。
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第67回　富士吉田市文化祭

　文化活動に取り組む団体や市民の皆さんの文化の創造と発表の場として、「第67回富士吉田市
文化祭」を開催します。ステージ部門、展示部門ともに趣向を凝らした内容で文化・芸術の秋を彩り
ます。
　秋のひととき、富士吉田の文化に触れてみませんか。皆さんのご来場をお待ちしています。

公募展

会期■11月1日（金）～ 3日（日・祝）
          午前9時30分～午後5時（3日は午後3時まで）　
場所■市民会館全館
展示■文学作品 ： 詩・短歌・俳句・川柳

書道作品 ： 漢字・かな・刻字・篆
て ん こ く

刻・詩文書
美術作品 ： 日本画・油絵・水彩画・彫刻・イラスト・
                 デッサンなど
写真作品 ： 単写真・組写真
ハンドクラフト作品 ： 陶芸・工芸・創花盆栽

文化祭記念式典

日時■11月3日（日・祝）　
　　　午後2時～（開場：午後1時）
場所■ふじさんホール
表彰■1. 文化・教育・体育功労者表彰
　　  2. 文化祭公募展入賞者表彰

第67回  富士吉田市文化祭
問合せ■生涯学習課　☎内線523

団体名 日　時 内　容 場　所

いけばな小原流　グループ花びら
10月5日（土）・6日（日）
5日：午前10時〜午後9時
6日：午前10時〜午後4時

富士吉田地区伝統文化
いけばな親子教室発表会

いちやまマート
城山店内

芙蓉箏苑
10月6日（日）
午前10時30分〜午後4時

富士三曲協会定期演奏会 ふじさんホール

富士吉田尺八同好会
10月6日（日）
午前10時30分〜午後4時

富士三曲協会定期演奏会 ふじさんホール

池坊　富士吉田分会
10月12日（土）・13日（日）
午前9時〜午後5時

生け花　池坊展 下吉田南コミセン

富士吉田市民合唱団
10月13日（日）
午後2時30分〜4時

第63回定期演奏会 ふじさんホール

エレキ大正琴「だんだんの会」
10月14日（月・祝）
午後1時〜4時

第7回エレキ大正琴「だん
だんの会」演奏・発表会

市民会館3階小ホール

富士吟詠連盟
10月20日（日）
午前9時〜午後5時

第62回富士吟詠連盟吟道
大会

市民会館3階小ホール

富士五湖ハーモニカクラブ
10月25日（金）
午後1時〜4時

富士五湖ハーモニカクラ
ブ演奏会

市民会館3階小ホール

富士燦々オカリーナズ
10月26日（土）
午後1時30分〜3時

オカリナ発表会 富楽時

文化祭参加行事（10 月〜 11 月）
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劇団表現座
10月26日（土）
午後6時〜8時

朗読劇講演 市民会館3階小ホール

クラシックギターアンサンブル富
士

10月27日（日）
午後1時〜5時

第4回定期演奏会 市民会館3階小ホール

吉田歌舞伎会・吉田義太夫会
10月27日（日）
正午〜5時

吉田歌舞伎定期公演 ふじさんホール

富士書道連盟 11月1日（金）〜3日（日・祝）
午前9時〜午後5時 富士書道連盟会員展 ふじさんホール1階

ホワイエ

富士吉田市華道連盟

11月1日（金）〜3日（日・祝）
午前10時〜午後5時
1日：午後1時から
3日：午後4時まで

華道展 市民会館3階小ホール

富士吉田写真連盟
11月1日（金）〜3日（日・祝）
午前9時〜午後5時
3日：午後4時まで

令和元年度富士吉田
写真連盟展 市民会館3階会議室

岳麓俳句協会 11月2日（土）
正午〜午後4時 市民俳句大会 富楽時

青群美術会 11月2日（土）〜5日（火）
午前11時〜午後6時 青群美術展 富士河口湖町

ギャラリー宗

不白会 11月3日（日・祝）
午前10時〜午後3時 富士吉田文化祭茶会 市民会館3階和室

松風会 11月3日（日・祝）
午前10時〜午後3時 富士吉田文化祭茶会 市民会館3階和室

富士五湖アコースティックギター
クラブ

11月4日（月・振休）
午後1時〜5時 秋の定期演奏会 市民会館3階小ホール

すその路郷土研究会 11月4日（月・振休）
午前8時〜午後3時30分

甲州街道歴史植物散歩講
座 市内、甲州街道

虹彩会 11月9日（土）〜12日（火）
午前11時〜午後5時 第52回虹彩会展 富士河口湖町

ギャラリー宗

富士吉田緑鈴会 11月10日（日）
午前10時〜午後5時 おさらい会 富士河口湖町

富士レークホテル

富士吉田緑皇会 11月10日（日）
午前10時〜午後5時 おさらい会 富士河口湖町

富士レークホテル

富士山火焔太鼓
11月16日（土）・17日（日）
16日:午前9時〜午後8時
17日:午前9時〜午後3時30分

コノボーノ！ -太鼓とマル
シェと自然で繋がる-

富士河口湖町西湖
HAMAYOUリゾート

ハラウ・フラ・プメハナ 11月23日（土・祝）
午後1時〜4時 ミニ発表会 市民会館3階小ホール

KITAIニッティングルーム
11月23日（土・祝）・24日（日）
23日：午後1時〜5時
24日：午前10時〜午後4時

ニット（編物）作品展 市民会館3階
市民ギャラリー

富士五湖ウインドオーケストラ 11月24日（日）
午後1時30分〜4時

ファミリーコンサート
2019 ふじさんホール

富士五湖舞踊友の会 11月24日（日）
午後1時〜4時 第24回座敷舞の会 市民会館3階小ホール

サロン・ド・シャンソン 11月26日（火）
午後1時30分

富士の麓のシャンソン
コンサート ふじさんホール

団体名 日　時 内　容 場　所

文化祭参加行事（10月〜 11月）
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団体名 期　日 展示内容ほか 場　所

白糸町 11月3日（日・祝）・
4日（月・振休） 各種団体・富士小学校による作品　ほか 白糸町会館

寿町 11月2日（土）・3日（日・祝） 書道・写真・生け花・絵画 沖縄三線ミニライブ　ほか 寿町会館

寿団地 10月27日（日） ぬり絵・スクラッチアート・ペン習字・切り絵・手工芸・写真　ほか 寿団地集会所

向原 11月2日（土）・3日（日・祝） 書道・絵画・写真・生け花・工芸工作　ほか 向原会館

小明見 11月2日（土）・3日（日・祝） 短歌・俳句・絵画・絵手紙・写真・書道・盆栽・生け花・手芸・工芸・パッチ
ワーク ほか 小明見会館

大明見 11月1日（金）・2日（土） 写真・書道・書画・絵画・手芸品・生け花・木工品 ほか 大明見会館

東町 11月2日（土）・3日（日・祝） 書道・写真・絵画・華道・草木盆栽・パッチワーク・吊るし雛　ほか 東町会館

御茶屋町 11月3日（日・祝） 町内住民持ち込み作品展示・絵手紙・キーホルダー・フラワーアレンジ
メント教室作品 御茶屋町会館

仲町 11月2日（土）・3日（日・祝） 絵画・写真・書道・俳句・短歌・陶芸・折り紙工作・社会学級生の作品など 仲町会館

西町 11月2日（土）・3日（日・祝） 社会学級生作品・お菓子作り・木工・菊花展・盆栽・手芸・書道・写真・絵
画・子どもクラブの工作　ほか 西町会館

しんや 11月3日（日・祝） ほうとう打ち体験と試食会 しんや会館

幸町 11月3日（日・祝） 自治会作品展・盆栽・写真・絵画　ほか 幸町会館

曙町 11月2日（土）・3日（日・祝） 書道・絵画・工芸工作　ほか 曙町会館

中村 11月3日（日・祝）・
4日（月・振休）

生け花・絵画・写真・手芸作品・俳句・短歌・絵手紙・陶芸・ハーバリウム・
フラワーリース 中村会館

中央区 11月3日（日・祝） 地域住民の工芸作品や書道・天神社にまつわるパネルコーナー・喫茶
コーナー　ほか 中央会館

弁天町 11月3日（日・祝） 写真・書道・工芸　ほか 弁天町会館

富士見町 11月2日（土）・3日（日・祝） 展示：書道・俳句・切り絵・その他・小学生書道など
発表：民謡・歌謡・太極拳の発表、その他イベント 富士見町会館

宮下町 11月2日（土）・3日（日・祝） 笑顔流文字　ほか 宮下町公民館

新町 11月2日（土）・3日（日・祝） 写真・社会学級作品・子どもの絵画・書道　ほか 新町会館

緑ケ丘 11月2日（土）・3日（日・祝） 手芸・書道・絵画・切絵・写真・押花・生け花・陶芸など 緑ケ丘自治会館

浅間町 11月2日（土）・3日（日・祝） 書道・絵画・陶芸・生け花・手工芸など地域住民の作品 浅間町会館

旭町 11月2日（土）・3日（日・祝） クラフト・編み物・書道・水彩画・油絵・俳句・切り絵・写真・アケビ蔓細
工・模型　ほか 旭町会館

竜ケ丘 11月3日（日・祝）
地域住民自作の工芸作品・成人学級・いきいきサロン・社会学級（水彩
画・編み物・折り紙）・おひさまクラブ、福祉施設など　
※ときわ台自治会との共催

竜ケ丘会館

赤坂 11月3日（日・祝） 書道・絵画・パッチワーク・工芸工作・生け花・盆栽　ほか 赤坂会館

ときわ台 11月3日（日・祝） 手芸・編み物・絵画・書道・写真などの作品　※竜ケ丘自治会との共催 竜ケ丘会館

中曽根 11月2日（土）・3日（日・祝） 絵画展（地区の方・第六保育園・ぽぷら）アレンジフラワー展・書道展・
和の会バザー・社会学級・サークル活動作品展　ほか 中曽根会館

鐘山 11月2日（土）・3日（日・祝） 書道・絵画・写真・工芸工作　ほか 地域福祉交流センター

下宿 11月2日（土）・3日（日・祝） 創作展（下宿自治会員の各種作品の展示）・地区社会学級生徒成果発
表（手芸・編み物・茶道）　ほか 下宿会館

中宿 11月2日（土）・3日（日・祝） 社会学級生徒作品展（パッチワーク・絵画・書道）・いきいきサロン・レ
イホーサロン作品 上吉田コミセン

上宿 11月2日（土）・3日（日・祝） 書道・絵手紙・短歌・盆栽・写真・手芸　ほか 上宿会館

松山 11月2日（土）・3日（日・祝） 社会学級作品・地域公募作品・大正琴の演奏・食育改善委員会手料理ふるまい 松山会館

新屋 11月1日（金）〜3日（日・祝） 書道・絵画・写真・工芸工作　ほか 新屋会館

自治会文化祭
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