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令和 4 年度 「ねもと地域力」総会 

令和 4 年５月 8 日（日）13：30～ 

根本交流センター 大ホール 

次第 

１ 開会の辞    

２ 会長あいさつ 

３ 議 事 

  議長選出   

第１号議案  令和 3 年度 事業報告 及び 

令和 4 年度 事業計画案    （2～10 頁） 

第２号議案  令和 3 年度決算報告 及び 

令和 4 年度 予算案     （11 頁） 

第３号議案  役員改選         （12 頁） 

第 4 号議案  規約改正（名称変更）   （12 頁）          

  

        

 

 

事務局への連絡は、メールで kaityou@nemoto-tiikiryoku.com  

  

ホームページ検索「ねもと地域力」http://nemoto-tiikiryoku.com/  

（活動情報などが掲載されています） 

 

mailto:kaityou@nemoto-tiikiryoku.com
http://nemoto-tiikiryoku.com/


「ねもと地域力」ホームページ http://nemoto-tiikiryoku.com 

2 

 

第 1 号議案 令和 3 年度事業報告 及び 令和 4 年度事業計画案 

令和 3 年の事業結果について 

  

令和３年度は昨年に引続き新型コロナウイルス感染症で活動が制限される中、各グルー

プともそれなりの対策をして活動しました。 

会議の年間予定の役員会、グループ長会議、全体会議が予定通り開催出来ませんでした。

そんな中でも、創立１０周年の記念誌を発行することができました。ご協力いただいた皆

様にはお礼申し上げます。またふれあいフェスティバルの開催に参加する事も出来ました。 

それから、匿名の方から寄付金をいただきましたので報告いたします。 

 

令和４年度の事業計画について 

 

今年度より名称を「根本校区地域力向上推進会議」から「ねもと地域力」にする改正案

を提出いたしますのでよろしくお願いいたします。 

今年度も昨年度に引き続きコロナウイルス感染症終息が見通せない中、第７波が想定され

ますがウイズコロナで活動していきたいと思います。グループ長はじめ会員の皆様ご協力

をおねがいします。 

またこの地域で活動している各団体とも連携しあいながら行動していきたいと思います。 

なお事業報告、および事業計画につきましては、グループ長、部会長より発表いたします。 

また長年の懸案事項である会員の勧誘を引き続きよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 １ 会議の開催   

 

（令和 3 年度報告） 

（１）総会および全体会議 （総会 5 月､ 全体会議 10 月） 

（２）役員会  （年 2 回） 

（３）グループ長会議 （年 4 回） 

 

（令和 4 年度計画） 

（１）総会および全体会議 （総会 5 月､ 全体会議８月・１０月） 

（２）役員会  （年 4 回） 

（３）グループ長会議 （年 4 回） 

（４）その他、必要に応じて適宜開催 
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２ 総括事業の実施 

 

（１） 根本校区の認知症を支えるネットワーク事業  

（令和 3 年度報告） 

検討項目並びに事業実績 

   本検討部会は実施事業ごとの企画立案チームにより具体案を検討し、部会全体 

会議・地域力グループ長会議・役員会を経て、事業を実施している。 

なお、当検討部会の会議実績は、今年度もコロナ感染症の影響を受け、下記の 

通り十分な活動ができなかった。 

 

１ 認知症啓発活動 

 １－① 「認知症に備えて語ろう・考えよう・学ぼう会」 

   校区民を対象としたものとして過去にかなりの実績を上げた事業ではあるが、コロ

ナ感染症に伴う「緊急事態宣言・まん延防止処置」を受けて中止することとした。 

 １-② 「認知症に関する映画・DVD フオーラム」 

   映画選定のための試写会をするなど、秋に向けて検討したが、開催施設の利用人数

制限・費用対効果等を考慮して中止とした。 

 １-③ 認知症に関する図書・DVD コーナー」 

   根本交流センターの図書コーナーの一部として開設（令和２年度）したが、コロナ

ウイルス感染症の影響での来館者減の中、図書等の貸し出しは（９９冊）、DVD 

（７本）であった。 

２ 認知症予防教室の開設 

 ２-① 認知症予防教室開設 

   根本校区内の多悠連６単位クラブを対象として、単位クラブごとの教室を開催する

こととして調整をしたが、コロナ禍の中での開催を断念した。 

３ 認知症の方・介護家族への支援体制の確立検討 

 ３-① 認知症サポーターによる地域支援のあり方検討 

   根本校区認知症サポーター連絡協議会 

  認知症の方・介護家族の方の公的支援ではカバーでき得ない「困りごと」について地

域として如何に支援できるか、組織体制をいかに構築するか、「認知症サポーター」

とともに検討して行く体制づくり。 

   当面の課題 

１）認知症介護家族の「困りごと（期待するサポート）」の把握 

２）根本校区内の「認知症サポーター」の把握及び活動参加要請 

３）新規認知症サポーターの発掘 

４）校区内町内会組織・２２区・３１区、ふれあいねもと・民児協など関連団体へ

の協力要請 

 3－③ 認知症サポートサロンの開設 

   ねもと地域力としての体験を積む意味で準備をしたが、今年度開催を断念した。 

４ 上記関連事業に要する教材・PR 資材の購入 
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（令和 4 年度計画） 

 

今後、部会の開催予定は、6 月、8 月、10 月の第２金曜午後 3 時 30 分から。 

 

（２） ねもと地域力 フェスタ 

（令和 3 年度報告） 

「第 9 回根本ふれあいフェスティバル」は、新型コロナの影響で昨年比引き続き zoom

による「テレフェスタ」を開催した。 

飲食は無くしてやや規模を縮小して行った。 

    実施日：令和 3 年 11 月 6 日（土）～7 日（日） 

（令和 4 年度計画） 

  内容を刷新して新規のアイデアを企画して、校区住民の目線で楽しめるように工夫 

 したい。 

 

（3）創立 10 周年記念事業  

実行委員会を開催して各種行事内容を検討したうえで次のように実行した。 

１、「10 周年記念冊子」を作成して校区の全世帯へ町内会長の協力で配布した。 

  ・ポスター写真掲載 

  ・市長のメッセージ掲載 

  ・歴代会長の座談会を掲載 

  ・過去１０年間で住民に対しなしえた事 

  ・地域力のＰＲ・会員募集記事 

２、根本交流センター玄関に掲示板を寄付した 

2022年度 認知症サポート検討部会（活動方針）

私たちは、「認知症」の地域で支える方策について模索してます。

① 「認知症に備えて、語ろう・ ◎酒井、橋本、川本、洞口、亀井 ★ 年2～3回開催

　1. 認知症啓発活動 　 考えよう・学ぼう会」の開催 　前田、久我、古田、若尾幸雄

　地域の方々に 「認知症」に ②  認知症に関する「映画・ ◎鈴木唯、橋本、洞口、澤近、酒井 ★ 映画フォーラムは1回

　ついて正しく理解して 　  DVDフォーラム」の開催 久我 若尾幸雄 ★ DVDフォーラムは小規模開催での

　いただこう‼    　　（R4年11月23日開催予定） 　　別途開催を検討

③  認知症に関する ◎鈴木唯、橋本、洞口、澤近、酒井 ★ 図書・DVDの充実と両促進部会全体

　  図書・DVDコーナー開設協力 久我 　の課題として対応

　 　・根本交流センター

① 認知症予防教室の開催 ◎橋本、鈴木滋、浅野、久我 ★ 根本校区多悠連6単位クラブと調整

　2. 認知症予防教室の開催 　 し順次開催

★ 認知症予防のための運動教室の開催

　行政・公的機関等の社会 　 検討（歩こう会など校区民対象として

　資源を大いに活用しよう‼

② 関係機関の出前講座の活用 ◎橋本、鈴木滋、浅野、久我 ★ 県及び市立病院の講座

★ 関係団体の活用

① 認知症サポーターによる ◎久我、浅野、澤近、寺島、松本、洞口、古田 ★ オレンジ連絡協議会（仮称）の

　3. 認知症の方・介護家族 　 地域支援のあり方検討 　　設立に向けての検討

　　への支援体制の確立を ② 地域支援のためのサポー ◎久我、浅野、澤近、寺島、松本、洞口、古田 ★ 包括支援センターの開催する養成

　　目指して‼ 　 ター養成への取り組み 　講座の活用（共催）

★ ①に参加意思のある方を当検討

　　チームに参画要請

➂ 認知症サポートサロン ◎亀井、寺島、松本、久我、古田 ★ 当検討課題の実践の場としての開設

　「オレンジカフェ」を4月27日開催 　検討

作成：　2022・3・27

目　　標 実施事業 企画立案メンバー 補足事項
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世帯数 回答数 割合 内メール回答

22区 2,572 657 26% 88

31区 604 144 24% 14

明和町２ 499 184 37% 37

合計 3,675 985 27% 139

質問 回答 回答番号 回答件数

質問1 会員である 11 119

会員ではないが、「ねもと地域力」の行事に参加したことがある12 373

区・町内会役員の時に聞いたことがある 13 713

名前だけは知っている 14 500

全く知らない 15 808

質問2 青パトの校区内の巡回 21 373

振り込めサギ防止活動 22 132

災害時に必要な水を使わないトイレ体験会 23 136

スマートホン講習会（スマホ大学） 24 69

知らない 25 508

質問3 1、防災グループ 31 78

2、地域交流グループ 32 111

3、高齢者・障がい者グループ 33 62

4、子ども・子育てグループ 34 49

5、防犯グループ 35 64

6、自然・生活環境グループ 36 138

参加したくない 37 456

質問4 活動内容についてよくわからない（チラシを見ての感想）41 411

地域力が主催する行事をもっと増やしてほしい 42 50

行事と広報に力を入れてほしい（知名度を上げる） 43 226

もっとよく知りたい 44 127

6テーマ以外に希望する活動は？（内容） 45 15

質問5 自然環境 51 668

医療機関の充実 52 161

大型商業施設の充実 53 117

ボランティア団体の活動が活発 54 131

ひと付き合い（理由） 55 49

あなたは「ねもと地域

力」を知っています

か。

「ねもと地域力」が日

頃行っている活動を

知っていますか。

ねもと地域力」6つの

活動で参加してみたい

活動はありますか。

「ねもと地域力」に希

望すること。

根本校区の良いところ

と思う点をお聞かせく

ださい

   

3、 アンケート調査の実施 

  ・住民の色々な意見を聞き活動に役立てるためにアンケートを行った。 

   町内会長の協力で、全戸に配布して回収も行っていただいた。 

   なお、メールでの回答を優先して受け付けた。 
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質問6 バス等の交通手段が充実していない 61 564

住民同士のマナーが悪い（ゴミ出し・騒音等） 62 60

空家・空地問題（庭木の伐採・空地の草刈り等） 63 219

治安が悪い（空き巣・車上荒らし等） 64 21

道路の整備が悪い（道幅が狭い・右折レーンが無い等）65 279

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）66 66

質問7 避難場所に早くスムースに移動ができるか 71 155

防災無線がよく聞こえるか 72 209

災害用品の備蓄 73 150

隣近所の人と助け合える環境か 74 116

電気、ガス、水道が止まった場合の対策 75 351

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）76 10

質問8 太多線までの交通手段 81 445

医療環境 82 177

友人・近隣の付き合い 83 162

食生活について 84 88

福祉施策について 85 226

身近な所でのサロンがない 86 83

質問9 高齢者や子供が安心して暮らせるまち 91 206

地域の秩序が維持されているまち 92 277

相談や助け合いができるまち 93 57

近所付き合いがさかんなまち 94 45

地域活動や行事がさかんなまち 95 155

地域の教育・文化の水準が高いまち 96 29

質問10 向こう三軒両隣、上手く付き合っている 101 413

一部の人には付き合いがある 102 320

挨拶を交わす人はいるが、付き合いはしていない 103 301

挨拶も付き合いも全くしていない 104 4

近所付き合いはしたくない 105 11

根本校区に住んで

いて不満に思うこ

とはありますか。

災害対策で必要な

ことで、いま何が

心配ですか。

根本校区での高齢

者の生活上の課題

は何だと思います

か。

10年前と比べ良く
なったと感じていま
すか。
（新たな転入された
方は以前お住まいと
比べてください。
いくつでも可））

ご近所付き合いにつ
いて伺います。

質問11 避難場所を知っている。 111 720

非常時に備えて持ち出し袋・非常食を用意している。112 242

避難訓練に参加したことがある。 113 429

隣近所の人と助け合える環境にある。 114 144

水を使わない携帯トイレを用意している。 115 98

質問12 認知症に関する学ぶ機会の充実（勉強会・予防教室・映画会など）121 183

認知症の方、介護家族の語らいの場の設置（身近な所での開催）122 160

認知症の方・介護家族の方に対する地域支援体制の確立123 369

認知症に特化した介護施設の誘致 124 256

認知症サポーター養成の充実 125 150

認知症の方がなるべく長く地域の一員として暮らせる地域づくり126 337

質問13 駅周辺や商店街 131 39

学童の通学路 132 573

住宅団地内 133 348

公園など 134 99

お年寄りの詐欺被害防止呼びかけ 135 261

質問14 青色パトロール車は通学路に重点をおいてパトロールする。141 310

通学路の危険個所の点検と除去。 142 477

根本小学校、PTA、町内会と連携をとって活動する。143 235

登下校時の見守中は、ベスト、帽子、名札を着用。 144 212

空地、公園など不審者がいないかチェックする。 145 341

質問15 校区内の防犯カメラ設置場所の調査。 151 402

住宅地の防犯カメラを増やす。 152 489

個人で防犯カメラを設置する場合の助成金について調査。153 174

偽装防犯カメラの設置。 154 61

防犯カメラ設置講習会を開催。 155 65

質問16 ボウリング 161 81

スマホ大学 162 118

おしゃべりクラブ（健康食） 163 78

おしゃべりクラブ（家庭菜園） 164 119

おしゃべりクラブ（写真技術） 165 18

将棋の広場 166 26

災害に関してお尋ねしま
す。

根本校区内での「防犯カ
メラ」設置について。

登下校時の学童見守りに
ついて。

青色パトロールカーによ
る巡回で、特に力を入れ
てほしいと思うことは何
ですか。

「認知症」になられた方
が安心して生活できるた
めに何が必要ですか。

「地域交流グループ」の
活動に参加してみたい行
事はありますか。
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3、 グループ活動の実施 

 

（１） 防災グループ （日本一防災意識の熱いまちづくり） 

 

（令和 3 年度報告） 

 

「日本一防災意識熱いまちづくり」をスローガンとして新型コロナの「まん延防止等重

点措置」の中でも「感染症対策」をとりながら月１回の打合せ会を開催し 

各班の活動計画策定、活動状況の確認と、情報の共有化をはかって来ました。 

 

① 自らの命は自分で守る「家具転倒防止」に向けての PR 活動を、地域の防災 

訓練ふれあいフェスティバルで実施しました。 

② 指定避難場所である根本交流センターの、災害時に於ける避難者受入対応運営 

マニュアルの「感染症対策編」を策定すベくセンター所長を交え月１～２回のペー

スで検討を続けて 4 月に出来上がりました。 

③ 防災意識向上活動として、防災の花「ど根性ひまわり」を校区内に広く展開する 

ため、ふれあいフェスティバル、サロン等に防災の花「ひまわり」の種を配布しま 

した。  

④  ３１区の防災訓練支援として、各町内会単位で、災害時に水を使わないトイレの 

説明及び体験会を実施しました。 

⑤  ふれあいフェスティバルに於いて、水を使わないトイレの体験会を実施しました。 

⑥  水を使わないトイレの体験会を根本校区外にも広げ 7 月には市内４つの「地域力 

交流会」の席上で 10 月には 35 区で 11 月には 

多治見市「防災講座」として「まなびパーク」で開催しました。 

  3 月 31 日時点で延べ「１，０６３名」の方の参加を頂きました。 

 

（令和 4 年度計画）  

 

① 指定避難所運営マニュアル「感染症対策編」の策定継続および関係団体との打合せ 

② 防災のイメージフラワー「ど根性ひまわり」を校区全体に展開する為継続      

③ 自分の命は自分で守る「我家の防災計画」の推進 

④ 地域の防災訓練支援 

⑤ 水を使わないトイレ体験会の根本校区外への推進 

⑥ 31 区内各町内会単位で「水を使わないトイレ体験会」の推進 

⑦ 「シェイクアウト（地震の防災訓練）」の周知  
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地域交流グループの活動一覧表

名称 内容 場所 開催日 時間

1
新規！おしゃべりクラブ

（写真を楽しむ会）
写真（写真撮影の勉強会） 交流センター 毎月第3火曜 午後１時30分～

2
おしゃべりクラブ

（家庭菜園）
家庭菜園（育成技術の勉強） 交流センター 毎月第3月曜 午後１時30分～

3
おしゃべりクラブ

（健康食）
健康食(レシピ作成と実食） 交流センター 毎月最終金曜 午前10時～

4 脳トレ＆筋トレ体操 専門講師による指導 NSP中央集会所 毎月第2金曜 午後１時30分～

5 将棋の広場
子供は無料
（大人は、有料会員制）

交流センター 毎週土曜 午前9時～

6 ドンマイ北丘クラブ ボウリング（参加費実費） パークレーンズ 毎月第2火曜 午前10時～

7 ハッピー喫茶 喫茶店（楽しい100円喫茶） NSP中央集会所 毎月第1金曜 午後１時30分～

8 スマホ大学第3期生 スマホ・タブレット勉強会 交流センター 毎月第2日曜 午前10時～

9 夜のカラオケ カラオケ（YouTube） NSP中央集会所 毎月最終土曜 午後7時～

10 野菜市場 家庭菜園100円販売 NSP中央公園 毎月第2・4日曜日 午前8時～

11 お散歩ちょいぼら ウォーキング フリー 自由

 

（2）地域交流グループ （誰とでも話ができる街づくり） 

（令和 3 年度報告） 

楽しみながらの地域交流の場として下記の行事を開催した。 

   コロナの影響で、休止も多々あった。 

「スマホ大学」をさらに発展させて、R3 年 12 月から第 3 期生を開校した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和 4 年度計画） 

 

  上記各種行事の問題点の見直しと内容の充実を図り、参加者の増加を図る。 
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（３）高齢者・障がい者グループ（ふれあいで安否確認が自然にできる街） 

  認知症事業に専念しているため、具体的な活動は休止中 

 

 

（4）子ども・子育てグループ （子育ち親育ち子供が生き生きと活きる街） 

（令和 3 年度報告） 

     校区内の児童生徒と協動活動できる環境を模索し、グループ課題の高齢化対策

（無理のない活動）を目指してきたが、新型コロナの感染拡大に関する行政指導

により ごく限られた活動になった。 

①メンバーの特技を生かし身の丈に合った活動の推進。 

＊学校花壇整備や草刈り作業、根本川清掃に参加し「川遊び」の支援と「魚つかみ」 

体験の参加支援。 

②根本小学校に特化した活動の見直し。 

＊感染症感染拡大防止の観点から交流センターでの校区地域事業（根本まちづくり） 

の支援活動。 学校花壇整備ロータリーの草刈活動は継続（花壇の水やり作業は 

児童が担ってくれている。） 

③グループ活動の活性化と組織の見直し。 

＊１０周年記念事業を通じて校区全体に PR 

④関係団体との情報交換と事業交流の活性化。 

＊交流センター、根本児童センター、まちづくり事業に意見交換や事業参加して 

子育て支援活動を積極的に行い、居住地域での登下校時や見守り活動も行った 

 

（令和 4 年度計画） 

①から④の項目について、さらに充実した活動を目指します。 

 

 

（5）防犯グループ（日本一防犯意識の熱い街） 

（令和 3 年度報告） 

1. 校区内通常パトロール（児童見守り、空き家監視、防犯灯、放置自転車） 

2. 青パトロール車による巡回活動（週１回） 

3. 振り込め詐欺防止活動（2 か月に 1 回 年金支給日に高齢者に呼びかける） 

4. 年末年始と夏期における街を明るくするキャンペーンの実施 

（各家の門灯を点灯）（校区内のコンビニ等を訪問） 

5. 多治見警察署ならびに多治見北部交番（根本駅前）との連絡協調活動 

（振り込め詐欺防止キャンペーン、ふれあいフェスタ会場にパトロール 

カーの展示など） 
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（令和 4 年度計画） 

     前年同様の活動を着実に実行していく。  

     今年度は、岐阜県警から発行された「パトロール実施者証」の更新手続き 

     が必要となる。 

     更新に必要な講習会を 9 月 10 日（土）と 20 日（火）の 2 回に分けて  

根本交流センターにて実施する。 

新規に青パト隊員を募集して「パトロール実施者証」を取得する。   

 

 

 

（6）自然・生活環境グループ（ごみを捨てない街） 

（令和３年度報告） 

  コロナ禍を考慮し、グループメンバーのみでの活動となった。 

①ホタルの乱舞する街を目指して 

    ホタル観賞会の開催        ６月５日（土）  １２名参加 

    カワニナの採取と根本川への放流  ６月８日（火）３，５００匹放流     

②大原川右岸のヒガンバナ育成事業 

   ヒガンバナ球根掘り        ７月１３日（火）  ５名参加  

   大原川土手の草刈り        ７月１７日（土）  ９名参加 

   ヒガンバナ球根植え（１,200 ヶ） ７月２３日（金） １０名参加  

   県土木事務所へ草刈りの要望書提出 ８月３日（火）  

③他のグループと連携した活動 

   みんなで川遊び事業への参加    ８月２１日（土）  ４名参加 

  

（令和４年度計画） 

① ホタルの舞う町づくりとヒガンバナ育成活動を主体に地道に継続する。 

 実施にあたっては、コロナの状況を踏まえ、可能ならば児童及び地域住民等

への声掛けを行う。   

R4 年 6 月 4 日（土）夜 7 時 30 分からの予定 

 

②グループ単独での新たな施策づくりは困難なため、共通目的で他のグループ

と連携できる活動には、積極的に協力し参加していく。 
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第３号議案 役員改選（案） 

 

 

第 4 号議案 規約改正（名称の変更）（案） 

規約第 1 条及び 7 条を次のように変更する。 

 

  

役職 区分 氏名 参考
会　長 留任 浅野　健 前 防災グループ長

副会長 留任    高橋 重久 ふれあいねもと会長

運営委員 新任 若尾　巧 第２２区長

運営委員 留任 　塚本 邦夫 第３１区長

運営委員 新任 　安藤 克彦 明和第２町内会長

運営委員 留任  纐纈 正幸 根本校区まちづくり市民会議会長

運営委員 留任    西田 純孝 根本地域民生・児童委員協議会長

1、防災グループ長 留任    高橋 重久 留任 ふれあいねもと会長

2、地域交流グループ長 留任  大倉マル子
3、高齢者・障がい者グループ長 新任  酒井 桂次郎
4、子ども・子育てグループ長 留任  纐纈 正幸
5、防犯グループ長 留任 鈴木 茂三
6、自然・生活環境グループ長 留任    後藤 正明 22区副区長

事務局長 留任 戸田 政雄 留任  兼システム担当

会計 留任 　柴田 博安 元 ２２区長

会計監査 新任 稲原 重晴 第22区会計
会計監査 新任 坂崎 英治 第31区副区長

令和4年度　役員会名簿（案）

第１条「名称」 

本会の名称は「ねもと地域力」という。（以下「本会」という） 

 

附則 第1条「名称」の改正は令和4年4月1日から適用する 
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 会議年間予定表   
  下記のとおりですが、臨時開催や日程変更する場合があります。 

  その場合は、メールなどで連絡します。 

 

メールアドレス（会長及び事務局への連絡） 

kaityou@nemoto-tiikiryoku.com 

  会員の皆様で、この総会の案内メールが届かなかった方は、上記メールアドレスへ

「ご自分の氏名」と「携帯電話番号」を記載してメール送信してください。 

 今後の連絡や情報伝達がスムースに行われます。 

令和4年度　会議予定表

令和4年度 開始時間 名称 場所

1 令和4年04月20日(水) 17:00 役員会
根本交流センター
小ホール

2 令和4年05月08日(日) 13:30 総会
根本交流センター
大ホール

3 令和4年05月16日(月) 17:00 グループ長会議
根本交流セン２階
第１会議室

4 令和4年05月24日(火) 17:00 役員会
根本交流セン２階
第１会議室

5 令和4年08月21日(日) 13:30 全体会議
根本交流センター
大ホール

6 令和4年09月12日(月) 17:00 グループ長会議
根本交流セン２階
第１会議室

7 令和4年10月16日(日) 13:30 全体会議
根本交流センター
大ホール

8 令和4年11月05日(土) 9:00
根本交流センター

フェスタ
根本交流センター
小ホール

9 令和4年11月06日(日) 9:00
根本交流センター

フェスタ
根本交流センター
小ホール

10 令和4年11月14日(月) 17:00 グループ長会議
根本交流セン２階
第２会議室

11 令和4年12月06日(火) 17:00 役員会
根本交流セン２階
第１会議室

12 令和5年03月09日(木) 17:00 グループ長会議
根本交流セン２階
第１会議室

13 令和5年04月19日(水) 17:00 役員会
根本交流セン２階
第１会議室

14 令和5年05月07日(日) 13:30 総会
根本交流センター
大ホール

mailto:kaityou@nemoto-tiikiryoku.com

