
よしかわだより ┘┗月号 

文化祭┏ﾎ衛川公民館文化講座┎皆ビ┳┎発表会┇ベﾏ多目的ホろル┇┏舞影芸能発表鰺日舞や民踊れ╂ラ

╁╈れ詩榎れ榎舞れコろラスれ民謡れ泣極拳┊┉鯲ゼ行わ┬┞ベﾏ┞〞ﾎ公民館┎各部屋┇┏ﾎ作品┎展示

ゼ行わ┬┆い┞ベﾏ保育園や小学校┎皆ビ┳┎作品┢展示ブ┆い┞ベ┎┇ﾎポひ皆ビ┳見┋来┆½ビい┍♪ 

式典式典式典式典…鰆…鰆…鰆…鰆ブブブブ日鰺土鯲鰆鰒鰡鰆鰄～日鰺土鯲鰆鰒鰡鰆鰄～日鰺土鯲鰆鰒鰡鰆鰄～日鰺土鯲鰆鰒鰡鰆鰄～    

 

芸能発表芸能発表芸能発表芸能発表…式典終了後…式典終了後…式典終了後…式典終了後    

   

抽選会抽選会抽選会抽選会…芸能発表会終了後…芸能発表会終了後…芸能発表会終了後…芸能発表会終了後        

台抽選券┏こロ╇ラム┋┄い┆い┞ベ    

  

作品展示作品展示作品展示作品展示…………鰆鰆鰆鰆ブブブブ日日日日(13(13(13(13時時時時30303030分分分分))))～～～～鰆鰄日鰆鰄日鰆鰄日鰆鰄日((((鰆鰄時鯲鰆鰄時鯲鰆鰄時鯲鰆鰄時鯲 

個人出品希望┎方┏公民館┞┇ジ申ブ込┟½ビい個人出品希望┎方┏公民館┞┇ジ申ブ込┟½ビい個人出品希望┎方┏公民館┞┇ジ申ブ込┟½ビい個人出品希望┎方┏公民館┞┇ジ申ブ込┟½ビい    

 9月10日鰺日鯲衛川公民館┋ジい┆ﾎ衛川地区敬老会ゼ開催ビ┬

┞ブ〞ﾏ 

 遣象者690疫┎う━2プ6疫ゼ参加ビ┬┞ブ〞ﾏ式典┇┏ﾎ牧野鯖

江市長┲┏プ┡ﾎ〞くビ┳┎方ゼジ祝い┋来┆く─ビい┞ブ〞ﾏ  

┞〞プ3疫┎喜鍵┲代表ブ┆記念品┎贈呈ゼ行わ┬┞ブ〞ﾏ

ジ┡┇┈うパピい┞ベﾏ 

 式典┎後┎アぇラ╆ション┇┏ふプ保育園児┋┨┫マろ

チン╇や歌┊┉ゼ行わ┬┞ブ〞ﾏ 

ジ汲気┋┢恵┞┬ﾎ汗┐┠陽気┇ブ〞ゼﾎ皆ビ┳朗┩ズ┋

観覧ビ┬┊ゼ┩楽ブいひ┈時┲ベパビ┬〞┨う┇ベﾏ 

 準備ズ┩パ協力頂ゾ┞ブ〞役員┎皆様ﾎあ┪ゼ┈うパピ

い┞ブ〞 

関係者葈方蒴焄搬入羽撤収葈時間釞確認葈¿焄忘郞竑荿 

作品釞公民館へ持ち運び½さい煜 

 

会場準備  dc月de日[木¥dlmcc～ 

      ※各文化講座生d名葈御協力釞皛願いいたし諟禛煜 

作品搬入  dc月df日[蕚¥ l▇cc～ed▇cc 

作品撤収  dc月d５日[日¥d５▇cc～ 

作品搬入等の日程お知らせ作品搬入等の日程お知らせ作品搬入等の日程お知らせ作品搬入等の日程お知らせ    

日日日日    時鰡時鰡時鰡時鰡10101010月月月月1111鰊日鰺土鯲～鰊日鰺土鯲～鰊日鰺土鯲～鰊日鰺土鯲～1111鰄日鰺日鯲鰄日鰺日鯲鰄日鰺日鯲鰄日鰺日鯲    

                1プ1プ1プ1プ時┞┇時┞┇時┞┇時┞┇            

場場場場    所鰡衛川公民館所鰡衛川公民館所鰡衛川公民館所鰡衛川公民館    多目的ホろル多目的ホろル多目的ホろル多目的ホろル    栄側栄側栄側栄側    

日頃のお稽古の成果釞文化祭羡披露しますお父さ釭、お母さ釭、ぜひ見に来罇ください 

日日日日    時鰡時鰡時鰡時鰡10101010月月月月1111鰊日鰺土鯲鰊日鰺土鯲鰊日鰺土鯲鰊日鰺土鯲    

                13131313時時時時30303030分～分～分～分～16161616時時時時        

                鰺ジ菓子ゼ┊く┊┪次第終了鯲鰺ジ菓子ゼ┊く┊┪次第終了鯲鰺ジ菓子ゼ┊く┊┪次第終了鯲鰺ジ菓子ゼ┊く┊┪次第終了鯲        

場場場場    所鰡衛川公民館所鰡衛川公民館所鰡衛川公民館所鰡衛川公民館    新館新館新館新館2222階階階階    ジ茶室ジ茶室ジ茶室ジ茶室    

ジ茶券鰡ジ茶券鰡ジ茶券鰡ジ茶券鰡300300300300円円円円        

◆◆◆◆皦皦し諸こし皦皦し諸こし皦皦し諸こし皦皦し諸こし            ◆◆◆◆鋻ャンボ鋻ャンボ鋻ャンボ鋻ャンボ巻巻巻巻睆睆睆睆寿司寿司寿司寿司    ◆◆◆◆吉川太鼓吉川太鼓吉川太鼓吉川太鼓    

◆◆◆◆振振振振遧遧遧遧舞舞舞舞いいいい鍋鍋鍋鍋[[[[豚汁豚汁豚汁豚汁    ◆◆◆◆よさこい よさこい よさこい よさこい         ◆◆◆◆キッ錞ダン﨨 キッ錞ダン﨨 キッ錞ダン﨨 キッ錞ダン﨨 ◆◆◆◆吉川盆踊吉川盆踊吉川盆踊吉川盆踊逸逸逸逸    

◆◆◆◆わた益しわた益しわた益しわた益し                    ◆◆◆◆趣味趣味趣味趣味葈葈葈葈模擬店  模擬店  模擬店  模擬店  ◆◆◆◆鮏隯鮏隯鮏隯鮏隯ＥＬＥＬＥＬＥＬ    

◆◆◆◆安全安心安全安心安全安心安全安心鋕.隝鋕.隝鋕.隝鋕.隝        ◆◆◆◆県警音  県警音  県警音  県警音                                      ◆◆◆◆や釭し睆皛茁逸や釭し睆皛茁逸や釭し睆皛茁逸や釭し睆皛茁逸        

◆◆◆◆う茁釭-そ蕓う茁釭-そ蕓う茁釭-そ蕓う茁釭-そ蕓                    ◆◆◆◆焼焼焼焼睆睆睆睆鳥鳥鳥鳥    ◆◆◆◆たいや睆    たいや睆    たいや睆    たいや睆    ◆◆◆◆﨧.鮱鋕.隝.﨧.鮱鋕.隝.﨧.鮱鋕.隝.﨧.鮱鋕.隝.                  

ア﨩レ﨨ア﨩レ﨨ア﨩レ﨨ア﨩レ﨨●໐●໐●໐●໐鋕.﨩鋕.﨩鋕.﨩鋕.﨩    

鎖成２９裟９月２５日発行鎖成２９裟９月２５日発行鎖成２９裟９月２５日発行鎖成２９裟９月２５日発行    

吉川公民館吉川公民館吉川公民館吉川公民館    大倉町大倉町大倉町大倉町▂▂▂▂㊙㊙㊙㊙０▁０▁０▁０▁㊙㊙㊙㊙００００    

╲╭L╲╭L╲╭L╲╭L[[[[Ⅻ▄▄▅Ⅻ▄▄▅Ⅻ▄▄▅Ⅻ▄▄▅¥¥¥¥▃０▃０▃０▃０㊙㊙㊙㊙０Ⅻ０Ⅻ０Ⅻ０Ⅻ０Ⅻ０Ⅻ０Ⅻ０Ⅻ    ╮▊逢╮▊逢╮▊逢╮▊逢[[[[Ⅻ▄▄▅Ⅻ▄▄▅Ⅻ▄▄▅Ⅻ▄▄▅¥¥¥¥▃０▃０▃０▃０㊙㊙㊙㊙Ⅻ▄ⅫⅫⅫ▄ⅫⅫⅫ▄ⅫⅫⅫ▄ⅫⅫ    

╭╭╭╭㊙㊙㊙㊙❷‘″❶ ╱C❷‘″❶ ╱C❷‘″❶ ╱C❷‘″❶ ╱C㊙㊙㊙㊙CCCCCCCC㊙㊙㊙㊙辻❹❽‚″熙‘w‘▋“″❾y⓪❽‘’‘“⓪„XIII熙XIII″⓪凜❺辻❹❽‚″熙‘w‘▋“″❾y⓪❽‘’‘“⓪„XIII熙XIII″⓪凜❺辻❹❽‚″熙‘w‘▋“″❾y⓪❽‘’‘“⓪„XIII熙XIII″⓪凜❺辻❹❽‚″熙‘w‘▋“″❾y⓪❽‘’‘“⓪„XIII熙XIII″⓪凜❺    

衛川地区頤人口 ┞,┗┛┙人  世帯数  ⒋，⒋┘┘世帯 

(男┚,┛┞┟  女：┚,├┝┛☎      ℡┠月⒊日現在◁外国人含む☎ 

℡前月比 ┚人減☎               ℡前月比 ┚世帯増☎ 

日 時鰡鰆鰌月鰆日鰺日鯲鰆鰌月鰆日鰺日鯲鰆鰌月鰆日鰺日鯲鰆鰌月鰆日鰺日鯲    

      8鰡00 衛川公民館 集英 

      8鰡30 出発→11鰡30 解散予定 

遣 象鰡小学生以¿┎団体行動ゼ┇ゾ┫方 

台〞─ブﾎ小学生┎参加┋┏必ペ保護者┢ブく┏ﾎ責任者┎液伴┲ジ

願いブ┞ベﾏ 

服装れ持━物鰡動ゾやベい服れ運動靴れ帽子れ』╁ルれ飲┟物れ英羽 

定 員鰡先着 鰒鰌疫 鰺参加費無料れ保険加入ブ┞ベ鯲 

申込┟鰡衛川公民館へ申ブ込┟½ビいﾏ電話┇┢嬰鰺右62-1020鯲  

コろス鰡衛川公民館発→自転車道→西山公園→衛川公民館着 

    西山動物園┇飼育員┎方ズ┩ジ話┲聞ゾ┞ベﾏ 

注意～項鰡小雨決行鰺雨ゼひ┉い場英┏7鰡30┋中止┲決

定ブ┞ベﾏ公民館へ問い英わボ½ビい鯲交通ルろル┲守┃

┆ﾎ横断┎際┏十分┋気┲付デ┆く─ビいﾏ必ペ衛川公民

館┞┇歩い┆戻┃┆く─ビいﾏ鰺途中帰宅禁止鯲 

参加賞 

あります 

玉入┬┎様子 

吉川地区事故件数吉川地区事故件数吉川地区事故件数吉川地区事故件数[[[[▅Ⅺ００▅Ⅺ００▅Ⅺ００▅Ⅺ００～～～～▆Ⅺ０Ⅻ▆Ⅺ０Ⅻ▆Ⅺ０Ⅻ▆Ⅺ０Ⅻ¥¥¥¥    

            

                人身事故人身事故人身事故人身事故        ⅫⅫⅫⅫ    件件件件    

                物損事故物損事故物損事故物損事故        ▄▄▄▄    件件件件    

    

▆Ⅺ０▃▆Ⅺ０▃▆Ⅺ０▃▆Ⅺ０▃諟羡諟羡諟羡諟羡福井県福井県福井県福井県羡蒴羡蒴羡蒴羡蒴交通事故多発警報交通事故多発警報交通事故多発警報交通事故多発警報益益益益

発令発令発令発令さ郞罇い諟したさ郞罇い諟したさ郞罇い諟したさ郞罇い諟した煜煜煜煜日暮日暮日暮日暮郞譿郞譿郞譿郞譿早早早早く荢逸く荢逸く荢逸く荢逸

諟した諟した諟した諟した煜煜煜煜ライ隆葈ライ隆葈ライ隆葈ライ隆葈点灯点灯点灯点灯蒴蒴蒴蒴早早早早譓荿譓荿譓荿譓荿！！！！    

 

ﾚ衛川地区曳ﾛ┋掲載ベ┫写真┲探ブ

┆い┞ベﾏ┉┳┊写真┇構い┞ボ┳┎

┇ﾎパñ報く─ビいﾏジ借┪ブ〞写真

┏ぅろ』化ブ〞後ﾎ返却い〞ブ┞ベﾏ 

 例え┐れれれ 

衛川村役場鰺鯖江市英併前鯲 

鯖浦電鉄鎖井駅れ川去駅れ電車 

衛川国民学校┎授業風景 

学童疎開┎授業風景 

昭和30裟代┎圃場整備工場 

広域農道┎工～風景 

戦前┎消防組ﾎ‖¢掛電話交換局┊┉ 

探しています 

今年もﾎふ┬あいまつ┪┈同プ日┋ﾘ古里をの┭ブ┇つ┊パうﾙゼ

開催ビ┬┫予定┇ベﾏまつ┪の会場ズ┩も三床山ズ┩のﾎの┭ブを

見┫バ┈ゼ出来ると思います。 

参加希望頤方鬮┘┗┖┘├℡日☎午前┟時に西大井集落センタ▷に集英して

下さい。 

鰤月鰆７日鰺日鯲衛川公民館多目的ホろ

ル┋┆老人╆ラけ連英会体育大会ゼ行わ

┬┞ブ〞ﾏ 

 影風ゼ近┅く中┎開催┈┊┪┞ブ〞ゼ

当日┏雨┢降┩ペﾎ約80疫┎方ゼ参加

ビ┬ﾎ玉入┬やﾎわ┊ド┊┉元気┋楽ブ

┞┬┆い┞ブ〞ﾏ 

 今裟┎優勝┏弥生会┎皆ビ┳┇ブ〞ﾏ

ジ┡┇┈うパピい┞ベﾏ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

   

 

 

 

日-曜日 公民館等主催-共催 自主鋙!.餧-文化講座等 各種団体活動 

０ 日 

諟緖逸葈ぼ逸た罇 

衛川地区ふ郞あい鉎鈹.鉸ン鋙 

顥ュア靍.ト         

０ 月 高齢者手芸 

書道[子¥太極拳 﨨少剣道 綱衛 ｗ‰ｔ… 編物 民踊 顥.﨨飯! 

着付  

  

　　　　    火火火火    休館日[０ⅫⅪ０ 振替¥     

▁ 水   

民謡緖緖福 﨨少剣道 衛川 SVC  珠算 太極拳 ナ鐱鮻#銧\鉧鋐 

茶道 

区長会 

▂ 木 

  
花柳 ¬鉷 衛川禛蕓遧 ｗ‰ｔ… 綱衛  日舞鋗\飼 生花 榎葈舞  

銧\鉧鋐 

  

▃ 蕚   

絵画 子育罇﨨魲イ! 詩榎 衛川睆﨤譓睆 靏ト鮏ントン秋桜会 

葈び葈び﨨ト"鏸チ  

  

▄ 土   珠算 鉑ン鋻鉙! 花柳 衛川睆﨤譓睆 佳美会   

▅ 日   ★文化祭準備葈た譓多目的髙.!蒴利用羡睆諟せ釭    

▆▆▆▆    月月月月    休館日珖体育葈日珣     

０Ⅻ 火   着付  ★文化祭準備葈た譓多目的髙.!蒴利用羡睆諟せ釭    

００ 水   

茶道 珠算 民謡緖緖福 茶道 錡!靏.銧\鉧鋐 太極拳  

★文化祭準備葈た譓多目的髙.!蒴利用羡睆諟せ釭  

  

００ 木 

  花柳 銧\鉧鋐 生花 日舞鋗\飼    

文化祭会場準備葈た譓全館 ０▄▇ⅫⅫ 以降利用羡睆諟せ釭[多目的髙.!蒴終日使え諟せ釭¥ 

０　 蕚  文化祭会場準備葈た譓全館利用羡睆諟せ釭      
民生委員会 

０▁ 土 衛川地区文化祭     

０▂ 日 

衛川地区文化祭 

衛川ふ郞あい諟緖逸 

    

０▃ 月   

書道[子¥太極拳 﨨少剣道 綱衛 ｗ‰ｔ… 編物 顥.﨨飯! 着付 

民踊教室 

  

０▄０▄０▄０▄    火火火火    休館日[０ⅫⅪ▅ 振替¥     

０▅ 水   

珠 算  民 謡 緖 緖 福  﨨 少 剣 道  衛 川 SVC  茶 道  太 極 拳 

ナ鐱鮻#銧\鉧鋐 写真  

愛育会 

０▆ 木   

花柳 ¬鉷 銧\鉧鋐 衛川禛蕓遧 ｗ‰ｔ… 綱衛 日舞鋗\飼 

榎葈舞 

  

０Ⅻ 蕚 親子羡膩ぼう 

絵画 子育罇﨨魲イ! 詩榎 衛川睆﨤譓睆 靏ト鮏ントン 秋桜会 

葈び葈び﨨ト"鏸チ  

  

００ 土   

鉑ン鋻鉙! 珠算 花柳 衛川睆﨤譓睆 佳美会 顥ュア靍.ト    

﨨少剣道 衛川ＳＶＣ 禔ょ礰﨤  

  

００００００００    日日日日    休館日     

０　 月   

書道[子¥太極拳 﨨少剣道 綱衛 ｗ‰ｔ… 編物 顥.﨨飯! 着付 

鉧銧 ナ 

  

０▁ 火   衛川禛蕓遧   

０▂ 水   珠算 民謡緖緖福 﨨少剣道 衛川 SVC 太極拳 錡!靏.銧\鉧鋐    

０▃ 木   

花柳 ¬鉷 銧\鉧鋐 生花 衛川禛蕓遧 ｗ‰ｔ… 綱衛 日舞鋗\飼 

榎葈舞 

  

０▄ 蕚   

絵画 子育罇﨨魲イ! 詩榎 衛川睆﨤譓睆 靏ト鮏ントン 秋桜会 

葈び葈び﨨ト"鏸チ 

  

０▅ 土   

鉑ン鋻鉙! 珠算 花柳 衛川睆﨤譓睆 佳美会 顥ュア靍.ト    

﨨少剣道 衛川ＳＶＣ 禔ょ礰﨤  

  

０▆０▆０▆０▆    日日日日    休館日[０ⅫⅪ０▂ 振替¥     

　Ⅻ 月   

書道[子¥太極拳 﨨少剣道 綱衛 ｗ‰ｔ… 編物 民踊 顥.﨨飯! 

着付  

  

　０　０　０　０    火火火火    休館日     

●９月１５日℡蕚☎に手型・足型の 

作品を作られた皆様へ● 

 

衛川地区┎文化祭┋作品┲展示ブ┞ベﾏ  

詳ブヂ┏文化祭┎チラ‶┲パ覧ヂだビいﾏ 

ズわいい手型れ足型ゼい┃ぱい┇ベﾏ 

┟┊ビ┳是非文化祭┋ジ越ブヂだビい┍ﾏ 

 

dc月魲魲神釭交流会 

～～～～親子親子親子親子羡羡羡羡膩膩膩膩ぼうぼうぼうぼう～～～～    

 

親子羡楽禔く身体釞動皦禔諟禔ょう！！ 

  錞鮱♪に英わせ罇焄皛譿い綠睆逸膩ぼう菶 

     

日 時 dcdcdcdc月月月月ecececec日日日日[[[[蕚蕚蕚蕚¥¥¥¥    

午前午前午前午前dcdcdcdc時時時時～～～～午前午前午前午前dddddddd時時時時    

場 所   衛川公民館 大髙.! 

講 師   酒井 勇美子 先生 

  持ち物 タ鉧!-飲諸物  

 

珖皛問い英わせ-申込先珣 

衛川公民館 ie－dcec 

次回次回次回次回髜銧錡髜銧錡髜銧錡髜銧錡配布日配布日配布日配布日    ９９９９月月月月eeeejjjj日日日日[[[[水水水水¥¥¥¥羡禛羡禛羡禛羡禛煜煜煜煜    

皛皛皛皛手数手数手数手数羡禛益羡禛益羡禛益羡禛益焄焄焄焄髜銧錡蒴髜銧錡蒴髜銧錡蒴髜銧錡蒴定期的定期的定期的定期的にににに取取取取逸に逸に逸に逸に来来来来罇罇罇罇下下下下神い神い神い神い煜煜煜煜    

礼礼礼礼協力協力協力協力皛皛皛皛願願願願い禔諟禛い禔諟禛い禔諟禛い禔諟禛煜煜煜煜    

● 開放学校利用できません開放学校利用できません開放学校利用できません開放学校利用できません    斎注意下細い斎注意下細い斎注意下細い斎注意下細い    ●●●●    

ǖǹ月ǖǹ月ǖǹ月ǖǹ月    ７７７７日θ土χ日θ土χ日θ土χ日θ土χ    ふじ保育園ふじ保育園ふじ保育園ふじ保育園    運動会のため運動会のため運動会のため運動会のため    

ǖǹ月ǖǹ月ǖǹ月ǖǹ月ǖ５ǖ５ǖ５ǖ５日θ日χ日θ日χ日θ日χ日θ日χ    吉川ふれあいまつりのため吉川ふれあいまつりのため吉川ふれあいまつりのため吉川ふれあいまつりのため    

ǖǹ月ǖǹ月ǖǹ月ǖǹ月ǘǖǘǖǘǖǘǖ日θ日θ日θ日θ土土土土χχχχ    午前中午前中午前中午前中    小学校行事のため小学校行事のため小学校行事のため小学校行事のため    

☆☆☆☆ふ┬あいふ┬あいふ┬あいふ┬あい┞┄┪┞┄┪┞┄┪┞┄┪    実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会よ┪よ┪よ┪よ┪☆☆☆☆        

○○○○県道県道県道県道    通行通行通行通行止止止止め┋┄い┆め┋┄い┆め┋┄い┆め┋┄い┆鰺鰺鰺鰺10/10/10/10/15151515鯲鯲鯲鯲    

衛川公民館前┎県道及び自転車道路┏ﾎ┞┄┪ 

当日午前鰤時～午後鰄時┞┇ﾎ車両通行止め┈┊

┪┞ベﾏ 

衛川公民館周辺┎住宅┎皆様┋┏パ迷惑┲ジズけ 

ブ┞ベゼﾎパ理解┈パ協力┲ジ願いブ┞ベﾏ 

    

○○○○各種各種各種各種バ¨ろれバ¨ろれバ¨ろれバ¨ろれ趣味趣味趣味趣味┎┎┎┎模擬店模擬店模擬店模擬店┋┋┋┋出店出店出店出店ビ┬┫ビ┬┫ビ┬┫ビ┬┫皆様皆様皆様皆様へへへへ    

当日┏県道ゼ午前鰤時～車両通行止め┈┊┪┞ベ 

    必要物品┏午前鰥時鰄鰌分┞┇┋運搬ブ┆下ビい 

 

〇衛川保育所〇衛川保育所〇衛川保育所〇衛川保育所┎┎┎┎西側道路西側道路西側道路西側道路┏┏┏┏駐車禁止駐車禁止駐車禁止駐車禁止┋┊┪┞ベ┋┊┪┞ベ┋┊┪┞ベ┋┊┪┞ベ 

 県警音楽隊┎車両┲┏プめﾎ関係車両ゼ通行ブ┞

ベ┎┇ﾎ駐車禁止区域┋┏駐車ブ┊い┇下ビいﾏ 

    

○○○○┞┄┪┞┄┪┞┄┪┞┄┪当日当日当日当日┎┎┎┎駐車場駐車場駐車場駐車場┋┄い┆┋┄い┆┋┄い┆┋┄い┆    

駐車場┋関ブ┞ブ┆┏ﾎ後日配布ベ┫プログラム

┲パ確認ヂだビいﾏ駐車┎際┋┏ﾎ係員┎指示┋

従┃┆下ビいﾏ 

 

○○○○ズズブ┟バブズズブ┟バブズズブ┟バブズズブ┟バブ担担担担ダダダダ手手手手┎┎┎┎集英時間集英時間集英時間集英時間    

鰆鰊鰡鰒鰌┋各町内┎ズズブ┟バブ展示場所へ 

集英ブ┆下ビいﾏ 

 

 子育てパパ・ママ！！大集合    

よ ち よ ち 運 動 会 

 

日 時 dd月ei日[日¥ 

午前dc時～[午前中羡終了禔諟禛¥ 

場 所  衛川公民館 大髙.! 

 

 チ顗鏸コたち羽一緒に膰動会釞 

楽禔諸諟禔ょう！！ 

 楽禔い餧#鋙\鮱譿い綠蕙い！！ 

今皦﨤わくわく禔諟禛菶--- 

dc月に申込書釞配布いた禔諟禛煜 

今皦﨤﨨鋐鋻ュ.!釞開け罇皛い罇下神いネ！ 

珖皛問い英わせ-申込先珣衛川公民館 ie－dcec 


