
平成 20 年度 ＹＧＰ全体 方針 

 

１．今年度方針 

 「ボランティアグループ」から「まちづくり集団」へ進化します。 

 

２．今年度方針 

 私たちＹＧＰは、今年度、「参加型」だった活動から、「事業型„提案型‟」の活動へと生まれ変

わります。これまでのイベントのお手伝いを継続しながら、自分たちの最終目的に沿った事業

展開を行います。 

「八幡浜を元気にする」という最終目的を達成するため、「八幡浜を元気にするプロジェク

ト」をシリーズ化し、事業展開していきます。 

また、活動を通じて、地域や他団体とのさらに深い信頼関係を築いていきたいと思います。 

「ボランティアグループ」から、しっかりと自分たちの最終目的を見据えた「まちづくり集団」

へと進化していきます。 

 

３．リーダー所感 

 ＹＧＰが産声を上げてから、１年半余りが経ちました。最初は２人だった活動も、人の輪の広が

りにより、今では 20 人以上のメンバーとなりました。北浜公園周辺の清掃活動の実施、福祉の

集いへの参加、土曜夜市への参加など、はじめて行った活動が懐かしく思います。清掃活動を

続けていると、地域の方々からのお声をかけていただくこともあり、とても励みになっていま

す。 

 上記に書いたとおり、今まで「参加型」だった YGPも「事業型」へと変化しようとしています。

もちろん今までさせていただいた活動も継続して参加するつもりです。それと同時に YGP を

中心とした活動も少しずつ増やしていく予定です。そのためにも、地域の人々とのつながりを

大切にし、少しでも参加・協力してもらえるようにこれからも YGPは頑張っていきます。 

 最後になりましたが、まだまだ YGP という名を知らない人も多いと思います。少しでも YGP

という名を知ってもらえるよう、また一人でも多くの人とのつながりが持てるよう、これからも

頑張っていきますので、至らない点がございましたら、ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いい

たします。 

 

 以上をもちまして、平成 20年度ＹＧＰ全体方針といたします。 

 

 

平成 20年 3月 29日 

YGP„八幡浜元気プロジェクト‟ 

リーダー  中根 義貴  

 



平成 20 年度 総務活動 方針 

 

 

１．活動方針 

 ＹＧＰの事業・運営がスムーズに行えるよう効率的な事務処理を図ります。 

 

 

２．活動内容 

 „１‟ 団体運営に係る事務処理 

 „２‟ 渉外活動のとりまとめ 

 „３‟ メンバーリストの作成・更新・保管 

 „４‟ 団体予定表の作成・更新・保管 

 „５‟ 研修・調査の実施 

 „６‟ 総務に係る資料・備品の整理・保管 

 

 

３．責任者所感 

 総務という仕事は何のためにあるのでしょうか。私は、ＹＧＰの目的を達成するためのサポー

ト役ではないかと考えています。事業や活動が円滑に行えるよう、文書を作ったり、団体の予

定を調整したりと、全体をよく見渡しながら仕事をしていく必要があります。一つひとつのツー

ルをメンバーに分かりやすく、続いて使ってもらえるような仕組みづくりに取り組みたいと思

います。未熟な責任者ですが、どうか１年間よろしくお願いします。 

 

 以上をもちまして、平成 20年度総務活動方針といたします。 

 

 

 

平成 20年 3月 29日 

YGP„八幡浜元気プロジェクト‟ 

                         総務活動 責任者 濵田 規史 

 

 

 

 

 

 

 



平成 20 年度 広報活動 方針 

 

１．活動方針 

 ＹＧＰの事業・活動がスムーズに行えるよう内部・外部に対する広報活動の充実を図ります。 

 

２．活動内容 

 „１‟ ブログ・ウィキの管理 

 „２‟ メーリングリスト・ＹＧＰメールの管理 

 „３‟ ニュースリリースの作成・配布 

 „４‟ 活動紹介・メンバー募集のＰＲ活動 

 „５‟ ＹＧＰ会報の作成と配布 

 „６‟ ユニフォームの作成 

 „７‟ 名札・名刺・正会員証・サポーター証の作成 

 „８‟ ＹＧＰカンパ箱の管理 

 „９‟ ＹＧＰマガジンの創案 

 „10‟ 広報に係る資料・備品の整理・保管 

 

 

３．責任者所感 

 私は、広報活動というのは、団体の今後を考えたときに、軽視できない分野だと思っていま

す。私たちの活動は、私たちだけの力だけでは実現できないことから、広く住民の皆さんへの

理解と協力を求めていかなければなりません。そのためにも、ＹＧＰの目的・目標・活動をしっか

りと地域に示していく広報活動が重要になってきます。これからもずっと応援していただける

よういろいろなツールを使い、情報発信をしていきます。 

 また、団体内部、特にサポーター向けの広報活動にも、今年度は力を入れていきたいと思い

ます。ＹＧＰの考え方に共感し、サポートしてくださる方々への感謝の気持ちを示すとともに、リ

アルタイムなＹＧＰの活動の報告をしていきたいと思います。 

 責任者として、「基本は楽しい広報活動」を心がけたいと思います。どうぞ１年間よろしくお

願いします。 

 

 以上をもちまして、平成 20年度広報活動方針といたします。 

 

 

平成 20年 3月 29日 

YGP„八幡浜元気プロジェクト‟ 

                         広報活動 責任者 濵田 規史 

 



平成 20 年度 会計活動 方針 

 

 

１．活動方針 

 ＹＧＰの事業・活動がスムーズに行えるよう収入と支出の管理を適正に行います。 

 

 

２．活動内容 

 „１‟ 団体の現金の管理 

 „２‟ 団体の会計の処理 

 „３‟ 団体の予算書・決算書の作成 

 „４‟ 会費・寄付金等の収納・管理 

 „５‟ 助成金受給の手続きと報告 

 „６‟ ボランティア保険加入・更新の手続 

 „７‟ 会計に係る資料・備品の整理・保管 

 

 

３．責任者所感 

 明瞭会計に努めていきます。設立初年度ということで、すべてが新しいことになります。団

体としての礎を築いていけるよう頑張りたいと思います。 

 どうぞ１年間よろしくお願いします。 

 

 以上をもちまして、平成 20年度会計活動方針といたします。 

 

 

平成 20年 3月 29日 

YGP„八幡浜元気プロジェクト‟ 

                        会計活動 責任者 上田 紗央里 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 20 年度 レク活動 方針 

 

 

１．活動方針 

 メンバー間の交流・親睦を深めることで、ＹＧＰの事業・活動が活発になるよう様々な企画を

行います。 

 

 

２．活動内容 

 „１‟ 歓迎会の実施„適宜‟ 

 „２‟ 送別会の実施„適宜‟ 

 „３‟ 新年度会の実施„４月‟ 

 „４‟ スポーツ大会の実施„２・５月‟ 

 „５‟ 忘年会の実施„12月‟ 

 „６‟ 公認サークル活動の推進 

 „７‟ 全体会でのミニレクの実施 

 „８‟ レクに係る資料・備品の整理・保管 

 

 

３．責任者所感 

 私は、レク活動の基本は「楽しむこと」だと考えています。継続的・定期的に集い、レクリエー

ションを行うことによって、個人と集団とがともに変化し、成長していくこと„グループダイナ

ミックス‟がねらいです。メンバー一人ひとりが心身ともにリフレッシュし、活力を養い、仲間と

の心のつながりや幸福感を得て、YGPの活動をより充実したものにしていきたいと考えていま

す。 

 また、ＹＧＰメンバー一人ひとりが「楽しみ」を生み出すレク活動のリーダーとなれるようレク

リエーション„ミニレク‟の体験・勉強会を行っていきます。 

 どうぞ１年間よろしくお願いします。 

 

 以上をもちまして、平成 20年度レク活動方針といたします。 

 

 

平成 20年 3月 29日 

YGP„八幡浜元気プロジェクト‟ 

                        レク活動 責任者 菅 清乃   

 

  



平成 20 年度 清掃・美化・リサイクル事業 事業計画書 

 

 

１．事業方針 

 身近で手軽なボランティア活動である「清掃・美化・リサイクル活動」を通して、八幡浜の環境

美化活動に貢献する。 

 また、「八幡浜クリーンプロジェクト」を実施することで、住民に八幡浜や人について知って

もらうと同時に、地域活動参加のきっかけを得てもらう。 

 

 

２．事業内容 

 „１‟ 「八幡浜クリーンプロジェクト」の実施„３月～12月‟ 

 „２‟ 北浜公園の噴水掃除の実施„年２回‟ 

 „３‟ イベント時のゴミ分別サポートの実施 

 „４‟ 上記に関連した事業の展開 

 

 

３．責任者所感 

 清掃活動は、私たち YGPの活動の原点と言っても過言ではありません。清掃活動をしながら、

八幡浜の道のゴミの多さに気づき、またメンバー・地域との交流を深めていきました。 

 今月の第２日曜日から、私たちが企画・運営を行っていく、「八幡浜クリーンプロジェクト」をス

タートさせました。このプロジェクトを今年１年間しっかりと運営していき、より多くの人に“八幡

浜”に関心を持ってもらえたらと思います。 

 

 以上をもちまして、平成 20年度清掃・美化・リサイクル事業方針といたします。 

 

 

 

平成 20年 3月 29日 

YGP„八幡浜元気プロジェクト‟ 

清掃・美化・リサイクル事業 

責任者 市川 和人 

 

 

 

 

 



平成 20 年度 新・祭り創造事業 事業計画書 

 

 

１．事業方針 

 ＹＧＰとして八幡浜の祭りに参加することで、新しい風を吹き込むこと。 

 また、新しい祭りの実現のため、祭り先進地域の取り組みを研究するとともに、プランニング

活動を行う。 

 

 

２．事業内容 

 „１‟ 「みなと夏まつり」„てやてやウエーブ‟への参加・運営„７月～８月‟ 

 „２‟ 「みなと秋まつり」„てやてや音頭‟への参加„10月‟ 

 „３‟ 各地区の盆踊りへの参加„８月‟ 

 „４‟ 他地域の祭り事例研究及び勉強会„随時‟ 

 

 

３．責任者所感 

 みなさん、祭りは好きですか？私は大好きです。 

 祭りの持つエネルギーは多大なもので、多くの人を動かす力があります。それと同時に、大

切な“思い出”になります。 

 私が幼い頃、親に手をひかれて歩いた時に感じたこと。それがたった数年の間に大きく変化

してきています。 

 どうせやるなら、楽しく思い出に残るお祭り、多くの人を集めることのできるお祭り、今ある

お祭りをさらに良いものに。できないのであれば新しいお祭りを。 

 この事業は、そんな熱く大きな野望に溢れています。 

 

 以上をもちまして、平成 20年度新・祭り創造事業方針といたします。 

 

 

 

平成 20年 3月 29日 

YGP„八幡浜元気プロジェクト‟ 

新・祭り創造事業 

責任者 市川 和人 

 

 

 



平成 20 年度 世代間交流事業 事業計画書 

 

 

１．事業方針 

 高齢者から子どもまでを含めた世代間交流の促進を通して、高齢者に生きがいを、子どもた

ちに夢を持ってもらう事業を展開する。 

 

 

２．事業内容 

 „１‟ 「八幡浜ウォッチングプロジェクト」の実施„９月‟ 

 „２‟ 子どもチャレンジ支援機構の事業協力„年間‟ 

 „３‟ 「福祉の集い」への参加„６月‟ 

 „４‟ グループホーム優瑠里「夕涼み会」への参加„８月‟ 

 „５‟ 各福祉施設への訪問活動„随時‟ 

 „６‟ 他地域で行われている世代間交流事業の事例研究„随時‟ 

„７‟ 介護・福祉・保育の基礎についての勉強会„随時‟ 

 

 

３．責任者所感 

 この世代間交流事業を通じて、私たち YGP が常に目指している「横のつながり」を、子ども

から高齢者まで、地域の方々とより深く築けていけたらと思っています。 

 そして、上記の事業内容だけでなく、YGP がお互いに楽しくさまざまなことを学んでいける

ような世代間交流の場となる新しい事業を企画・運営していきます。 

 私たちＹＧＰが活動していくには、私たち自身の力以上に地域の方々のたくさんの力添えが

必要です。今年度もみなさんのご協力をお願いします。 

 

 以上をもちまして、平成 20年度世代間交流事業方針といたします。 

 

 

 

平成 20年 3月 29日 

YGP„八幡浜元気プロジェクト‟ 

世代間交流事業 

責任者 鈴木 磨美       

 

 

 



平成 20 年度 地域通貨事業 事業計画書 

 

 

１．事業方針 

 地域通貨の事例研究を通して、地域活性化に向けた地域通貨の可能性について検討する。 

 

 

２．事業内容 

 地域通貨の事例研究・勉強会の実施„随時‟ 

 

 

３．責任者所感 

 私が「地域通貨」という言葉を耳にしたのは高校２年生の時でした。日本には「円」という通

貨があるのに、「地域通貨」って何のためにあるんだろうと思いました。そんなある時、ボラン

ティア先で、地域通貨で商店街を元気にさせようという取り組みに出会いました。地元を愛す

る学生からお年寄りまでの方々が集まり、「人のコーディネート」を「商店街の活気」につなげよ

うと精力的に活動をされていました。そのツールとしてあったのが「地域通貨」という存在でし

た。地域にある「○○して欲しい」、「○○したい„○○できる‟」というニーズを結びつけ、人の

交流を促進させる。その中に地域通貨を介在させて、より一層の広がりや効果を地域にもたら

していくことが期待されました。 

 私たちは、八幡浜にもこのような「地域通貨」的な仕組みを取り入れたいと考えています。

人を動かすツールとして、モノを動かすツールとして、ひいてはカネを動かすツールとして、地

域通貨の可能性をまずは探っていきたいと思います。調査・研究・学習が中心となりますが、み

んなで地域通貨について勉強していきましょう。１年間よろしくお願いします。 

 

 以上をもちまして、平成 20年度地域通貨事業方針といたします。 

 

 

平成 20年 3月 29日 

YGP„八幡浜元気プロジェクト‟ 

地域通貨事業 

責任者 濵田 規史 

 

 

 

 

 



平成 20 年度 地域活動活性化事業 事業計画書 

 

１．事業方針 

 住民に対して地域活動„ボランティア活動‟参加のきっかけを与えるとともに、その活動を通

して、住民間の横のつながりを構築すること。 

 また、地域を支える地域活動団体„ボランティア団体‟同士の交流を深めることにより、互い

が切磋琢磨し、地域での活動を活発化させること。 

 

 

２．事業内容 

 „１‟ 「八幡浜を元気にするプロジェクト」の実施・統括„年間‟ 

 „２‟ 「八幡浜ドネーションプロジェクト」„ドネーションパーティ‟の実施„６月‟ 

 „３‟ 地域活動団体同士の交流会の実施„１月‟ 

 

 

３．責任者所感 

 私たちＹＧＰは「人の元気が街の元気につながる」ことを信じ、この事業を立ち上げました。

少子高齢化、子どもや高齢者の虐待、軽犯罪、いじめ、経済活動の停滞、環境汚染など、こうし

た地域の諸問題というのは、昔のような「人との横のつながり」„狭く言えばご近所付き合い‟

が著しく減少したのが原因ではないかと考えています。「人との横のつながり」が減少したこ

とで、行政サービスの肥大化による赤字財政など問題は大きくなるばかりです。そんな中、「新

しい公共」„第三の公共‟として、注目を浴びているのが「地域活動団体」„ボランティア団体‟

です。行政にも企業にもできない新しいサービスをそこに住む人たちで企画し運営しているも

のです。現に、いろいろな分野で住民の力が発揮されつつあります。私たちは、この地域活動

を活発にすることが、人の元気を取り戻すことにつながるであろうし、街の元気にもつながる

と考えています。 

 私は、地域の一番の核になるものは「住民」であると考えています。本事業を通して、人と人

とを繋いでいけるよう、私自身も精一杯取り組んでいきます。どうぞ一年間よろしくお願いし

ます。 

 

 以上をもちまして、平成 20年度地域活動活性化事業方針といたします。 

 

 

平成 20年 3月 29日 

YGP„八幡浜元気プロジェクト‟ 

地域活動活性化事業 

責任者 濵田 規史 



平成 20 年度 商店街活性化事業 事業計画書 

 

 

１．事業方針 

 中心商店街の行事や会議に積極的に参加することで、社会的・文化的にも重要な役割を持

つ中心商店街の現状を知る。 

 また、行事や活動への参加を通して、中心商店街の方との信頼関係を作り、対等なパートナ

ーシップを構築する。 

 

 

２．事業内容 

 „１‟ 「旬彩市」への参加・協力„毎月‟ 

 „２‟ 土曜夜市への参加・協力„７月～８月‟ 

 „３‟ ワイワイスタンプの普及活動と新ワイワイスタンプの提案 

 

 

３．責任者所感 

 商店街が元気な街は、とても元気な街だと思います。 

 今日まで活動をしてきて、商店街のかかえる問題の深刻さは私たちなりに感じているところ

です。今年から参加させてもらっている「旬彩市」をはじめ、夏の土曜夜市など、商店街の行事

に積極的に参加していくことで、商店街に“新しい風”を吹かせていきたいと思います。 

 

 以上をもちまして、平成 20年度商店街活性化事業方針といたします。 

 

 

 

平成 20年 3月 29日 

YGP„八幡浜元気プロジェクト‟ 

商店街活性化事業 

責任者 市川 和人       

    

 

 

 

 

 

 



平成 20 年度 地産地消推進事業 事業計画書 

 

 

１．事業方針 

 八幡浜の地場産業である農業・漁業の現状を知るとともに、地産地消推進の方法を検討す

る。 

 

 

２．事業内容 

 „１‟ 地産地消をテーマにしたイベントへの参加・視察„随時‟ 

 „２‟ 八幡浜の地場産業の現状についての勉強会の実施„随時‟ 

 „３‟ 地産地消についての勉強会の実施„随時‟ 

 

 

３．責任者所感 

 みなさんに地産地消のことについて、もっと知ってもらうためにも、自分自身、地産地消の

ことをよく理解し、これからの事業に活かしていけるよう努力していきます。 

 頼りない責任者ですが、どうぞよろしくお願いします。 

 

 以上をもちまして、平成 20年度地産地消推進事業方針といたします。 

 

 

 

平成 20年 3月 29日 

YGP„八幡浜元気プロジェクト‟ 

地産地消推進事業 

責任者 岡田 善樹      

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



単位：円

予算額 前年度比
82,956

現金 0
預金 82,956

46,800
高校生以下（\200／月×6人×12ヶ月） 14,400
その他　（\300／月×9人×12ヶ月） 32,400

10,000
会員
サポーター
その他（カンパ箱） 10,000

0

100,000
ユニフォーム出資金 70,000
旬彩市出展利益 30,000

　 239,756

予算額 前年度比
32,000 *
12,000 *
23,000 *
25,000 *
1,500 *
10,000 *
2,000 *
2,250 *
77,425 *
1,000 *
5,500 *
1,000
3,000
3,000
4,000

0
3,000
2,000
20,000
2,000
3,000
7,081

239,756
※　印刷費（インク代）は全体予算で算出。　※印刷費（用紙代）については、大量に使う事業以外は全体予算で算出。

※　*は内訳を参照のこと。

予備費
合　　　　計

平成20年度　YGP　予算計画書

通信費
印刷費（インク代）
印刷費（用紙代）
事務用品費

役員会費
全体会費
交通費
外部研修会費

広報費
会計費
レク費

総会費
子どもチャレンジ支援機構会費

地産地消推進事業費
総務費

その他収入

【支出の部】

世代間交流事業費
地域活動活性化事業費

合　　　　計

支　　出　　項　　目
清掃・美化・リサイクル事業費
新・祭り創造事業費

【収入の部】
収　　入　　項　　目

地域通貨事業費
商店街活性化事業費

前年度繰越金

会費

寄付金

助成金

 



＜団体予算書内訳＞ 単位：円

総務費 前年度比
事務用品費 1,500 書類整理用のファイルなど
用紙代 750 プリンタ印刷用紙@\250円×３冊

合　　　計 2,250

広報費 前年度比
名札用ﾈｰﾑプレート 1,500 @\150×10セット
名刺用用紙 1,200 @\400×3セット
ラミネートフィルム 1,500 @\1500×１冊
ユニフォーム代 70,000 @\3500×20着
カンパ箱代 525 @\105×5つ
事務用品費 1,500 マジック・はさみ・両面テープ・のりなど
用紙代 1,200 スーパーファイン用紙@\600×2冊

合　　　計 77,425

会計費 前年度比
事務用品費 1,000 書類整理用のファイルなど
印章購入費 0 前年度購入済

合　　　計 1,000

レク費 前年度比
レク企画補助費 5,000 イベント企画時の補助
事務用品費 500 書類整理用のファイルなど

合　　　計 5,500

 



＜事業予算書＞ 単位：円

清掃・美化・リサイクル事業費 前年度比 地域通貨事業費 前年度比
クリーンプロジェクト事業費 30,000 勉強会費 1,500
備品購入費 2,000

合　　　計 32,000 合　　　計 1,500

新・祭り創造事業費 前年度比 商店街活性化事業費 前年度比
みなと夏祭り参加費 3,000 旬彩市参加費 4,000
みなと秋祭り参加費 3,000 土曜夜市参加費 3,000 ※
盆踊り参加費 5,000 ワイワイスタンプ普及活動費 2,000
勉強会費 1,000 勉強会費 1,000

合　　　計 12,000 合　　　計 10,000

世代間交流事業費 前年度比 地産地消推進事業費 前年度比
ウォッチングプロジェクト事業費 15,000 勉強会費 2,000
子どもチャレンジ支援機構参加費 2,000
福祉の集い参加費 2,000 ※
夕涼み会参加費 1,000 ※
訪問活動費 2,000
勉強会費 1,000

合　　　計 23,000 合　　　計 2,000

地域活動活性化事業費 前年度比
八幡浜を元気にするプロジェクト事業費 5,000
ﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業費 15,000
交流会費 3,000
勉強会費 2,000

合　　　計 25,000

※　運営者補助が見込まれるため、少額にて計上しています。

 

 



◎第２回クリーンプロジェクト（北浜公園）
●新年度会（北浜公園）
○旬彩市（新町ドーム）
○福祉の集い実行委員会（市保健福祉総合センター）

◎第３回クリーンプロジェクト（北浜公園）
○旬彩市（新町ドーム）
○市ボランティア協議会総会（市保健福祉総合センター）
◎噴水掃除（北浜公園）
○福祉の集い実行委員会（市保健福祉総合センター）
●スポーツ大会（場所未定）

○福祉の集い（場所未定）
◎第４回クリーンプロジェクト（北浜公園）
○白浜地区清掃活動（北浜公園）
○旬彩市（新町ドーム）

◎第５回クリーンプロジェクト（北浜公園）
○第１回～３回土曜夜市（市内商店街）
○子どもチャレンジ支援機構八幡浜支部総会（場所未定）
○旬彩市（新町ドーム）

○第４回土曜夜市（市内商店街）
◎盆踊り参加（場所未定）
○グループホーム優瑠里夕涼み会（グループホーム優瑠里）
◎第６回クリーンプロジェクト（北浜公園）
○てやてやウエーブ（北浜公園～旧魚市場）
○子どもチャレンジ支援機構八幡浜支部　みんなのチャレンジ企画（場所未定）
○旬彩市（新町ドーム）

◎第７回クリーンプロジェクト（北浜公園）
◎八幡浜ウォッチングプロジェクト（八幡浜市内）
○旬彩市（新町ドーム）
◎ＹＧＰ研修会（場所未定）

◎第８回クリーンプロジェクト（北浜公園）
○みなと秋祭り（商店街）
◎噴水掃除（北浜公園）
○旬彩市（新町ドーム）
○北浜まつり（白浜地区公民館）

５月

６月

７月

８月

９月

10月

平成20年度　ＹＧＰ行事予定

４月

 



○赤い羽根共同募金（市内）
◎第９回クリーンプロジェクト（北浜公園）
○旬彩市（新町ドーム）

◎第１０回クリーンプロジェクト（北浜公園）
◎農業体験（場所未定）
○旬彩市（新町ドーム）
●ＹＧＰ忘年会（場所未定）

◎他団体との交流会（場所未定）
○旬彩市（新町ドーム）

○旬彩市（新町ドーム）
●スポーツ大会（場所未定）

◎ＹＧＰ総会（市保健福祉総合センター）
○旬彩市（新町ドーム）
○ボランティア市内清掃活動（市内）
○福祉の集い実行委員会（市保健福祉総合センター）

◎：ＹＧＰ主催行事
○：外部行事
●：レク企画
（　）は場所

※　YGPの事業期間は、４月１日～３月31日です。
※　本予定は、昨年度実績をベースに作成していますので、多少の変更の可能性があります。
※　次年度より総会は、４月を予定しています。

３月

11月

12月

１月

２月

 


