
    
新年度新年度新年度新年度、、、、感謝感謝感謝感謝でスタートでスタートでスタートでスタート    

会員会員会員会員・・・・寄付者寄付者寄付者寄付者・・・・賛助賛助賛助賛助・ご・ご・ご・ご協力協力協力協力のののの方方方方々々々々へへへへ     
    ６６６６月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（土曜日土曜日土曜日土曜日））））午後午後午後午後１１１１：：：：００００００００からからからから、、、、しっしっしっしっ

かりかりかりかり２２２２時間時間時間時間かけてかけてかけてかけて定期総会定期総会定期総会定期総会（（（（第第第第１２１２１２１２回回回回））））をををを開催開催開催開催しししし

ましたましたましたました。。。。近藤理事議長近藤理事議長近藤理事議長近藤理事議長のののの指名指名指名指名でででで、、、、各理事各理事各理事各理事がががが活動報活動報活動報活動報

告告告告やややや活動計画活動計画活動計画活動計画をををを提示提示提示提示しししし、、、、満場一致満場一致満場一致満場一致でででで承認承認承認承認されましされましされましされまし

たたたた。。。。    
    本総会本総会本総会本総会にてこれまでにてこれまでにてこれまでにてこれまで活躍活躍活躍活躍されたされたされたされた篠田篠田篠田篠田武武武武男監事男監事男監事男監事

がががが退任退任退任退任しししし、、、、設立以来設立以来設立以来設立以来のののの吉田裕子理事吉田裕子理事吉田裕子理事吉田裕子理事、、、、さらにさらにさらにさらに川端川端川端川端

登理事登理事登理事登理事・・・・草柳理事草柳理事草柳理事草柳理事のののの退任退任退任退任をををを承認承認承認承認しましたしましたしましたしました。。。。新理事新理事新理事新理事

としてとしてとしてとして専門性専門性専門性専門性をををを導入導入導入導入しししし鈴木文明理事鈴木文明理事鈴木文明理事鈴木文明理事（（（（高齢者福高齢者福高齢者福高齢者福

祉祉祉祉））））路川泰央理事路川泰央理事路川泰央理事路川泰央理事((((ＩＴＩＴＩＴＩＴ関係関係関係関係))))古川美喜理事古川美喜理事古川美喜理事古川美喜理事とととと瀧井瀧井瀧井瀧井

龍馬龍馬龍馬龍馬はマレーシアつながりではマレーシアつながりではマレーシアつながりではマレーシアつながりで参入参入参入参入しししし承認承認承認承認さささされまれまれまれま

したしたしたした。。。。このこのこのこの４４４４方方方方のののの新参加新参加新参加新参加でぐでぐでぐでぐ～～～～ンンンンとととと平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢がががが    
低低低低くなりくなりくなりくなり組織組織組織組織のののの維持維持維持維持にににに期待期待期待期待しているところですしているところですしているところですしているところです。。。。    
    あっというあっというあっというあっという間間間間にににに、、、、４４４４カカカカ月月月月がががが過過過過ぎましたぎましたぎましたぎました。。。。ホームホームホームホーム

ページのページのページのページの情報情報情報情報がやっとがやっとがやっとがやっと紙紙紙紙ベースのニュースレタベースのニュースレタベースのニュースレタベースのニュースレタ

ーよりーよりーよりーより先行先行先行先行できるようになりましたできるようになりましたできるようになりましたできるようになりました。。。。ぜひごぜひごぜひごぜひご覧覧覧覧くくくく

ださいませださいませださいませださいませ。。。。岡本講師岡本講師岡本講師岡本講師・・・・和久氏和久氏和久氏和久氏のおのおのおのお二人二人二人二人のボランのボランのボランのボラン

ティアのおかげですティアのおかげですティアのおかげですティアのおかげです。。。。    
        
    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    
知的障知的障知的障知的障がいをがいをがいをがいを持持持持つつつつ会員会員会員会員がががが、、、、朝霞市中央公民館朝霞市中央公民館朝霞市中央公民館朝霞市中央公民館３３３３

階階階階ホールにてホールにてホールにてホールにて、、、、インストラクターとインストラクターとインストラクターとインストラクターと共共共共にににに手話手話手話手話「「「「ここここ

んにちはんにちはんにちはんにちは」」」」のリーダーをのリーダーをのリーダーをのリーダーを務務務務めましためましためましためました。。。。    

    

    

    

    

    
    埼玉県補埼玉県補埼玉県補埼玉県補助事業助事業助事業助事業にににに、、、、今年今年今年今年もももも応募応募応募応募ししししてててて埼玉県内埼玉県内埼玉県内埼玉県内

にににに、、、、認定認定認定認定・・・・仮認定仮認定仮認定仮認定・・・・条例指定条例指定条例指定条例指定ののののＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人をををを増増増増やややや

すおすおすおすお手伝手伝手伝手伝いをしていますいをしていますいをしていますいをしています。。。。今年今年今年今年でででで３３３３年目年目年目年目になるになるになるになる    
行政書士行政書士行政書士行政書士グループがグループがグループがグループが中心中心中心中心でででで推進推進推進推進していますしていますしていますしています。。。。    
７７７７月月月月３０３０３０３０日日日日はははは朝霞産業文化朝霞産業文化朝霞産業文化朝霞産業文化センターをセンターをセンターをセンターを会場会場会場会場にににに、、、、９９９９

月月月月４４４４日日日日はははは大宮大宮大宮大宮ソニックシティをソニックシティをソニックシティをソニックシティを会場会場会場会場にセミナーにセミナーにセミナーにセミナー

をををを実施実施実施実施。。。。現在個別訪問現在個別訪問現在個別訪問現在個別訪問でででで支援支援支援支援していますしていますしていますしています。。。。    

    
    

                                        

    

                                    「「「「絵絵絵絵をををを通通通通じてのじてのじてのじての友好友好友好友好」」」」マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア各地各地各地各地だよだよだよだよりりりり    
                                        ペラペラペラペラ州州州州                                                                    ペナンペナンペナンペナン州州州州    
６６６６月月月月２６２６２６２６日日日日～～～～７７７７月月月月３１３１３１３１日日日日までまでまでまで、、、、州都州都州都州都イポーイポーイポーイポーでででで        ７７７７月月月月２２２２日日日日～～～～１８１８１８１８日日日日までまでまでまで、、、、第一会場第一会場第一会場第一会場はははは州立図書館本州立図書館本州立図書館本州立図書館本
１０１０１０１０周年記念事業展覧会周年記念事業展覧会周年記念事業展覧会周年記念事業展覧会としてとしてとしてとして開催開催開催開催されましたされましたされましたされました。。。。    館館館館でででで、、、、第二会場第二会場第二会場第二会場はははは、、、、ジョージタウンジョージタウンジョージタウンジョージタウン分館分館分館分館でででで開催開催開催開催。。。。

そのそのそのその後後後後、、、、州内州内州内州内をををを一年一年一年一年かけてかけてかけてかけて巡回展示巡回展示巡回展示巡回展示されますされますされますされます。。。。    そのそのそのその後後後後、、、、１０１０１０１０月中旬月中旬月中旬月中旬までまでまでまで州内州内州内州内をををを巡回展示巡回展示巡回展示巡回展示されますされますされますされます。。。。

                                            

認定特定非営利活認定特定非営利活認定特定非営利活認定特定非営利活動法人動法人動法人動法人メイあさかセンターメイあさかセンターメイあさかセンターメイあさかセンター    ２０１２０１２０１２０１３３３３年年年年    ９９９９月月月月    ７７７７日発行日発行日発行日発行    No.No.No.No.4444５５５５

このこのこのこの夏夏夏夏のののの記録的記録的記録的記録的なななな猛暑猛暑猛暑猛暑をををを、、、、如何如何如何如何がががが凌凌凌凌いでいらっしゃいまいでいらっしゃいまいでいらっしゃいまいでいらっしゃいましたしたしたしたか・・・か・・・か・・・か・・・    

     発行発行発行発行    認定特定非営利活動法人認定特定非営利活動法人認定特定非営利活動法人認定特定非営利活動法人メイあさかセンターメイあさかセンターメイあさかセンターメイあさかセンター (MAY Asaka Center) (MAY Asaka Center) (MAY Asaka Center) (MAY Asaka Center)    
                    住所住所住所住所    〒〒〒〒351351351351----0011001100110011    埼玉県朝霞市本町埼玉県朝霞市本町埼玉県朝霞市本町埼玉県朝霞市本町２２２２----7777----17171717    電話電話電話電話    048048048048----468468468468----6972 Fax 0486972 Fax 0486972 Fax 0486972 Fax 048----468468468468----7088708870887088    
                    UUUURL RL RL RL http://www.mayasaka.nethttp://www.mayasaka.nethttp://www.mayasaka.nethttp://www.mayasaka.net   E   E   E   E----mail mail mail mail mayasaka@mayasaka.netmayasaka@mayasaka.netmayasaka@mayasaka.netmayasaka@mayasaka.net    
                会費会費会費会費・カンパ・カンパ・カンパ・カンパ振込振込振込振込    〒〒〒〒振込振込振込振込    00130001300013000130----9999----114311 114311 114311 114311 特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人メイあさかセンターメイあさかセンターメイあさかセンターメイあさかセンター                                    りりりり

そなそなそなそな銀行朝霞支店銀行朝霞支店銀行朝霞支店銀行朝霞支店（（（（普普普普））））3954671 3954671 3954671 3954671 トクテイヒエイリカツドウホウジンメイアサカセンタートクテイヒエイリカツドウホウジンメイアサカセンタートクテイヒエイリカツドウホウジンメイアサカセンタートクテイヒエイリカツドウホウジンメイアサカセンター    

活動報告活動報告活動報告活動報告もももも丁寧丁寧丁寧丁寧にににに、、、、事業事業事業事業がががが多多多多いのでいのでいのでいので長長長長いいいい時間時間時間時間かけてかけてかけてかけて    

練習練習練習練習のののの成果成果成果成果でででで充実充実充実充実のののの演奏演奏演奏演奏    ８８８８月月月月２５２５２５２５日日日日

朝霞混声合唱団朝霞混声合唱団朝霞混声合唱団朝霞混声合唱団のののの応援応援応援応援をををを得得得得てててて    ５２５２５２５２名名名名のステージですのステージですのステージですのステージです

平成平成平成平成２５２５２５２５年度埼玉県中核的年度埼玉県中核的年度埼玉県中核的年度埼玉県中核的ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ育成事業育成事業育成事業育成事業 

認定めざしてステップあっぷ！ 
ＮＰＯ法人の運営・会計等を一緒に見直してみませんか  
事業分野事業分野事業分野事業分野：：：：認定認定認定認定・・・・仮認定仮認定仮認定仮認定・・・・条例指定条例指定条例指定条例指定のののの申請支申請支申請支申請支援援援援     

セミナー 個別支援 
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絵絵絵絵をををを通通通通じてのじてのじてのじての友好友好友好友好    
５１５１５１５１回回回回    

第第第第１９１９１９１９回日馬児童絵画回日馬児童絵画回日馬児童絵画回日馬児童絵画展展展展inPenanginPenanginPenanginPenang    
今年今年今年今年もももも、、、、朝霞市内外朝霞市内外朝霞市内外朝霞市内外からごからごからごからご提提提提

供供供供いただいたいただいたいただいたいただいた９９０９９０９９０９９０点点点点とペナとペナとペナとペナ

ンンンン日本人学校日本人学校日本人学校日本人学校からからからから１４１４１４１４点点点点のののの中中中中

からからからから１４１１４１１４１１４１点点点点をををを会場会場会場会場にににに提供提供提供提供しししし、、、、    
ペナンペナンペナンペナン州州州州のののの小小小小・・・・中中中中・・・・高校生高校生高校生高校生とととと特特特特

別支援学校別支援学校別支援学校別支援学校のののの児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒のののの作品作品作品作品

合合合合わせてわせてわせてわせて４００４００４００４００点点点点をををを展示展示展示展示しましましましま

したしたしたした。。。。優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞・・・・佳作賞佳作賞佳作賞佳作賞・・・・入選入選入選入選    
とととと選選選選ばれたばれたばれたばれた他他他他にににに、、、、両国両国両国両国のののの作品作品作品作品にににに

特別賞特別賞特別賞特別賞がががが付与付与付与付与されましたされましたされましたされました。。。。    
    日本日本日本日本からはからはからはからは在在在在ペナペナペナペナンンンン日本国総日本国総日本国総日本国総

領事賞領事賞領事賞領事賞・・・・朝霞市長賞朝霞市長賞朝霞市長賞朝霞市長賞・・・・朝霞市教朝霞市教朝霞市教朝霞市教

育長賞育長賞育長賞育長賞・・・・朝霞朝霞朝霞朝霞市市市市議議議議会議長会議長会議長会議長賞賞賞賞・・・・朝朝朝朝    
霞霞霞霞ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ賞賞賞賞・・・・朝霞朝霞朝霞朝霞

キャロットロータリークラブキャロットロータリークラブキャロットロータリークラブキャロットロータリークラブ賞賞賞賞・・・・朝霞青朝霞青朝霞青朝霞青

年会議所賞年会議所賞年会議所賞年会議所賞・・・・市民新報社賞市民新報社賞市民新報社賞市民新報社賞・・・・葵葵葵葵

電機工業株式会社賞電機工業株式会社賞電機工業株式会社賞電機工業株式会社賞をををを付与付与付与付与しししし、、、、

葵機材葵機材葵機材葵機材リースリースリースリース株式会社株式会社株式会社株式会社・・・・((((株株株株))))ララララ
ビックス・ビックス・ビックス・ビックス・中川武夫氏中川武夫氏中川武夫氏中川武夫氏・・・・弊法人弊法人弊法人弊法人

がががが応分応分応分応分のののの寄付寄付寄付寄付とととと賞賞賞賞をををを付与付与付与付与しましましましま

したしたしたした。。。。    
マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア側側側側からはからはからはからは、、、、ペナンペナンペナンペナン

教育局長賞教育局長賞教育局長賞教育局長賞・ペナン・ペナン・ペナン・ペナン州立図書館州立図書館州立図書館州立図書館
賞賞賞賞・・・・Mrs. LimMrs. LimMrs. LimMrs. Lim 賞賞賞賞・ジョージタ・ジョージタ・ジョージタ・ジョージタ
ウンライオンズクラブウンライオンズクラブウンライオンズクラブウンライオンズクラブ賞各賞各賞各賞各２２２２
件件件件ずつをずつをずつをずつを日本日本日本日本のののの児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒にににに付付付付
与与与与。。。。ペナンペナンペナンペナン日本人学校日本人学校日本人学校日本人学校のののの児童児童児童児童・・・・
生徒生徒生徒生徒がががが自自自自らららら授賞授賞授賞授賞しさらにしさらにしさらにしさらに在日在日在日在日
本本本本のののの児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの代理授受代理授受代理授受代理授受もしもしもしもし
てくてくてくてくださいましたださいましたださいましたださいました。。。。    
    
    

 

  

     

    
５２５２５２５２回回回回    

    ７７７７月月月月１１１１日日日日～～～～末日末日末日末日までのまでのまでのまでの間間間間にににに、、、、各各各各
学校学校学校学校よりよりよりより８８１８８１８８１８８１点点点点がががが寄寄寄寄せられましせられましせられましせられまし
たたたた。。。。８８８８月月月月１７１７１７１７日日日日((((土土土土))))、、、、中学生中学生中学生中学生・・・・高高高高
校生校生校生校生のボランティアものボランティアものボランティアものボランティアも含含含含めてめてめてめて、、、、理理理理
事事事事をををを含含含含むむむむ会員会員会員会員とプロのとプロのとプロのとプロの写真屋写真屋写真屋写真屋さんさんさんさん
((((チャイルドチャイルドチャイルドチャイルドスタースタースタースター))))でででで作品作品作品作品のののの撮影撮影撮影撮影
をしをしをしをしましたましたましたました。。。。翻訳翻訳翻訳翻訳やネームカードやネームカードやネームカードやネームカード
作作作作りをしてりをしてりをしてりをして１０１０１０１０月月月月以降以降以降以降のののの後半後半後半後半、、、、ママママ
レーシアレーシアレーシアレーシアへへへへおおおお届届届届のののの準準準準備中備中備中備中ですですですです。。。。    

    
    
    
    

    

木曜日木曜日木曜日木曜日のののの月例会月例会月例会月例会をををを主軸主軸主軸主軸にににに、、、、音楽音楽音楽音楽

療法療法療法療法をしていますがをしていますがをしていますがをしていますが、、、、加齢加齢加齢加齢とととと共共共共

にににに交通手段交通手段交通手段交通手段のののの選択選択選択選択がががが不便不便不便不便になになになにな

るなどでるなどでるなどでるなどで参加者参加者参加者参加者がががが減減減減ってきまってきまってきまってきま

したしたしたした。。。。工夫中工夫中工夫中工夫中ですですですです。。。。    
    ミニデイサービスのミニデイサービスのミニデイサービスのミニデイサービスの本町会本町会本町会本町会
場場場場はははは、、、、手芸手芸手芸手芸をメインプログラムをメインプログラムをメインプログラムをメインプログラム
にしてきましたにしてきましたにしてきましたにしてきました。。。。新人新人新人新人がががが参加参加参加参加しししし
ますがますがますがますが、、、、500500500500 円円円円／／／／週週週週がががが負担負担負担負担になになになにな
るのでしょうかるのでしょうかるのでしょうかるのでしょうか、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか定着定着定着定着    
しにくいながらしにくいながらしにくいながらしにくいながら９９９９月月月月２５２５２５２５日日日日はははは、、、、
高齢者施設高齢者施設高齢者施設高齢者施設へへへへ、、、、手作手作手作手作りりりり品品品品をををを贈贈贈贈りりりり
にににに参参参参りますりますりますります。。。。（（（（９０９０９０９０歳以上歳以上歳以上歳以上４０４０４０４０名名名名にににに））））    
                                                                

ここここ    れれれれ    まままま    でででで    （（（（４４４４かかかか月実績月実績月実績月実績））））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・201201201201３３３３年年年年５５５５月月月月    ~~~~201201201201３３３３年年年年８８８８月月月月        

対外活動対外活動対外活動対外活動    

あとがきあとがきあとがきあとがき    
    あっというあっというあっというあっという間間間間のののの４４４４カカカカ月月月月がががが酷酷酷酷暑暑暑暑

のののの中中中中でででで過過過過ぎましたぎましたぎましたぎました。。。。少少少少しししし具合具合具合具合がががが

悪悪悪悪くなったおくなったおくなったおくなったお話話話話もももも届届届届きましきましきましきましたたたたがががが

大事大事大事大事にににに至至至至らずらずらずらず、、、、ミニデイのミニデイのミニデイのミニデイの方方方方々々々々

がががが通所通所通所通所されてされてされてされて頼頼頼頼もしかったでもしかったでもしかったでもしかったですすすす。。。。

おおおお若若若若いいいい理事理事理事理事さんさんさんさん達達達達もももも「「「「活動活動活動活動をををを理理理理

解解解解するするするする」」」」ためにためにためにために熱心熱心熱心熱心ですですですです。。。。時代時代時代時代

がががが速速速速くくくく動動動動きますのできますのできますのできますので、、、、研鑽研鑽研鑽研鑽しなしなしなしな

がらがらがらがら課題課題課題課題にににに向向向向けてけてけてけて力力力力をををを合合合合わせてわせてわせてわせて

参参参参りますりますりますります。。。。多多多多くのくのくのくの方方方方々々々々のごのごのごのご支援支援支援支援

にににに感謝感謝感謝感謝ですですですです。。。。（（（（代表理事代表理事代表理事代表理事    尾池尾池尾池尾池））））                

会費会費会費会費・ご・ご・ご・ご寄付寄付寄付寄付がががが支支支支ええええですですですです    
    おかげさまでおかげさまでおかげさまでおかげさまで、、、、会費会費会費会費のののの納入状納入状納入状納入状
況況況況もももも大変順調大変順調大変順調大変順調でででで励励励励まされるととまされるととまされるととまされるとと
もにもにもにもに運営運営運営運営をををを託託託託されているされているされているされている責任責任責任責任をををを
感感感感じますじますじますじます。。。。    
    ごごごご寄付寄付寄付寄付もももも、、、、昨年昨年昨年昨年はははは特別特別特別特別におにおにおにお願願願願
いしていしていしていして多多多多くのくのくのくの方方方方々々々々にごにごにごにご協力協力協力協力をををを頂頂頂頂
きましたきましたきましたきました。。。。総収入総収入総収入総収入にににに占占占占めるめるめるめる比率比率比率比率
もかなりもかなりもかなりもかなり上向上向上向上向いておりいておりいておりいており、、、、次次次次のののの認認認認
定定定定にににに意意意意をををを強強強強くしておりますくしておりますくしておりますくしております。。。。ババババ
ザーなどもザーなどもザーなどもザーなども数多数多数多数多くトライくトライくトライくトライ中中中中ですですですです
がががが、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ会員増会員増会員増会員増やややや、、、、ごごごご寄付寄付寄付寄付をををを
してくださるしてくださるしてくださるしてくださる方方方方のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介もよろもよろもよろもよろ
しくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    
同封用紙同封用紙同封用紙同封用紙をごをごをごをご利用利用利用利用くださいまくださいまくださいまくださいませせせせ....    

ミニデイサービスサテライトサロミニデイサービスサテライトサロミニデイサービスサテライトサロミニデイサービスサテライトサロンンンン     

パソコンパソコンパソコンパソコンレッスンレッスンレッスンレッスン    

パソコンパソコンパソコンパソコン熱熱熱熱はははは、、、、年齢年齢年齢年齢をををを超超超超えてまえてまえてまえてま
すますすますすますすます盛盛盛盛んですんですんですんです。。。。500500500500円円円円／／／／週週週週でででで    
週週週週４４４４回回回回もレッスンができることもレッスンができることもレッスンができることもレッスンができること
とととと、、、、講師陣講師陣講師陣講師陣がががが親切親切親切親切！！！！やさしいやさしいやさしいやさしい！！！！
連携連携連携連携がががが取取取取れているなどでれているなどでれているなどでれているなどで９０９０９０９０歳歳歳歳
のののの方方方方々々々々もももも気長気長気長気長にににに通所通所通所通所されていますされていますされていますされています。。。。
                                                    
    
    

英会話英会話英会話英会話レッスンレッスンレッスンレッスン者者者者もももも募募募募集集集集    

情報発信事業情報発信事業情報発信事業情報発信事業    
    マレーシアとのマレーシアとのマレーシアとのマレーシアとの長長長長いいいい交流交流交流交流でででで培培培培ったったったった
良良良良いいいい関係関係関係関係のののの財産財産財産財産でいろいろなでいろいろなでいろいろなでいろいろな方方方方々々々々をををを
マレーシアへマレーシアへマレーシアへマレーシアへ繋繋繋繋ぐおぐおぐおぐお手伝手伝手伝手伝いいいいができるができるができるができる
ようになってきましたようになってきましたようになってきましたようになってきました。。。。    
●●●●都立富士高等学校都立富士高等学校都立富士高等学校都立富士高等学校２２２２年生年生年生年生    
    初初初初めてのマレーシアめてのマレーシアめてのマレーシアめてのマレーシア修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行のたのたのたのた
    めのめのめのめの情報情報情報情報・ヒントを・ヒントを・ヒントを・ヒントを講演講演講演講演    
●●●●埼玉県教育局高校指導課海外視埼玉県教育局高校指導課海外視埼玉県教育局高校指導課海外視埼玉県教育局高校指導課海外視    

マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア班班班班をををを、、、、マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア各地各地各地各地
にごにごにごにご紹介紹介紹介紹介しししし、、、、適切適切適切適切なコーディネイなコーディネイなコーディネイなコーディネイ
トができましたトができましたトができましたトができました。。。。    

●●●●マレーシアマレーシアマレーシアマレーシアクアラセランゴクアラセランゴクアラセランゴクアラセランゴールールールール地地地地
方教育事務所方教育事務所方教育事務所方教育事務所からからからから幼児教育視察幼児教育視察幼児教育視察幼児教育視察にににに
参参参参りますりますりますります。。。。根岸幼稚園様根岸幼稚園様根岸幼稚園様根岸幼稚園様・・・・埼玉大埼玉大埼玉大埼玉大
学様学様学様学様・・・・荒川区立汐入東小学校様荒川区立汐入東小学校様荒川区立汐入東小学校様荒川区立汐入東小学校様にににに
おおおお世話世話世話世話になりますになりますになりますになります。。。。    
    

    
＊＊＊＊５５５５月月月月    ９９９９日日日日    介護者サロン介護者サロン介護者サロン介護者サロン    ほっとの会ほっとの会ほっとの会ほっとの会    
＊＊＊＊５５５５月月月月 17171717 日日日日    市民市民市民市民祭り実行委員会全祭り実行委員会全祭り実行委員会全祭り実行委員会全体体体体会会会会    
＊＊＊＊5555 月１月１月１月１9999 日日日日    市民活動ネットワーク総会市民活動ネットワーク総会市民活動ネットワーク総会市民活動ネットワーク総会    
＊＊＊＊5555 月月月月 22222222 日日日日    朝霞市地域福祉計画進行管理朝霞市地域福祉計画進行管理朝霞市地域福祉計画進行管理朝霞市地域福祉計画進行管理

委員会委員会委員会委員会    
＊＊＊＊5555 月月月月２４日２４日２４日２４日    南西部地区連絡会総会南西部地区連絡会総会南西部地区連絡会総会南西部地区連絡会総会    
＊＊＊＊5555 月月月月２２２２8888 日日日日    朝霞でいきいきネットワーク朝霞でいきいきネットワーク朝霞でいきいきネットワーク朝霞でいきいきネットワーク    
＊＊＊＊5555 月月月月２９日２９日２９日２９日    埼玉県社会福祉協議会理事会埼玉県社会福祉協議会理事会埼玉県社会福祉協議会理事会埼玉県社会福祉協議会理事会
＊＊＊＊6666 月月月月    1 1 1 1 日日日日    青年会議所埼玉ブロック大会青年会議所埼玉ブロック大会青年会議所埼玉ブロック大会青年会議所埼玉ブロック大会    
＊＊＊＊6666 月月月月 3  3  3  3 日日日日    埼玉ＮＧＯネットワーク総会埼玉ＮＧＯネットワーク総会埼玉ＮＧＯネットワーク総会埼玉ＮＧＯネットワーク総会    
＊＊＊＊6666 月月月月 16161616 日日日日    市民企画講座市民企画講座市民企画講座市民企画講座    
＊＊＊＊6666 月月月月 22225555 日日日日    市民祭り実行委員会市民祭り実行委員会市民祭り実行委員会市民祭り実行委員会    
＊＊＊＊7777 月月月月1111 0000 日日日日    ジュニアサッカーホストファミリジュニアサッカーホストファミリジュニアサッカーホストファミリジュニアサッカーホストファミリ

ー説明会ー説明会ー説明会ー説明会    
＊＊＊＊7777 月月月月 14141414 日日日日    市民企画講座市民企画講座市民企画講座市民企画講座    
＊＊＊＊7777 月月月月 17171717 日日日日    都立富士高校で講演都立富士高校で講演都立富士高校で講演都立富士高校で講演    
＊＊＊＊7777 月月月月 24242424 日日日日    ジュアサッカーチーム来日ジュアサッカーチーム来日ジュアサッカーチーム来日ジュアサッカーチーム来日    
＊＊＊＊8888 月月月月  1  1  1  1 日日日日    埼玉県社会教育委員会埼玉県社会教育委員会埼玉県社会教育委員会埼玉県社会教育委員会    
＊＊＊＊8888 月月月月3/43/43/43/4 日日日日    あさか市民祭り総合案内係りあさか市民祭り総合案内係りあさか市民祭り総合案内係りあさか市民祭り総合案内係り    
＊＊＊＊8888 月月月月  8   8   8   8 日日日日    介護者サロンほっとの会介護者サロンほっとの会介護者サロンほっとの会介護者サロンほっとの会    
＊＊＊＊8888 月月月月 24/2524/2524/2524/25 日日日日    
                        朝霞中央公民館サマーフェスティバ朝霞中央公民館サマーフェスティバ朝霞中央公民館サマーフェスティバ朝霞中央公民館サマーフェスティバルルルル
＊＊＊＊8888 月月月月 2222 日日日日        朝霞でいきいきネットワーク朝霞でいきいきネットワーク朝霞でいきいきネットワーク朝霞でいきいきネットワーク    
＊８＊８＊８＊８月月月月 31313131 日日日日    南西部連絡会メーリング講習会南西部連絡会メーリング講習会南西部連絡会メーリング講習会南西部連絡会メーリング講習会


