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逆瀬台小学校長EZまちづくり昔話議会「ゆすり費量コミュニティ� J 

1O月度 役 員 会

日 時。令革口元年� 10F.l6日〈臼)� 10:00~12:30 

i謹小校rgr話謀本止ネットワーク会議jの開催� 1O:OO~11:45 

ゆすり繁コミコニティ� f10月度役員会」の開犠 打 :5~12:30

揚 所:ì空軍事託金小~校内 「ゆすり薬コミュニテイルームJ

《護 憲》

七報告�  
(1) 8/ヰ{銭)f8j寺霊童まを華寺役録会議事録jf.ごついて {繁華(l)

重襲撃~ 1-3/9書室� 

12うア110(水)fさま宅五づくり協議会代表苦言交流会議事録j幸議官苦 {妥霊祭}

海軍毒� 4-7/9~警 

13) 9/11 (]J<) r言まちづくり餓議会代表者交流会議レジュメ� Jj綴銭 (話室長)

量毒剤� ~9 /9j費� 

(4)令初公年� 1/1望者行「ゆザり築だより」夏第� 97量� 1 (軍事務筋主要)ごついて

弓l取り=12/221臼)午後設時~午後3時

但レ 12/181水}に車両院しきますので、� 12/19i木))午後2時~午後3嶋君!絞り湖能。� 

2.議案�  

(1) rゆすりは会Jより� fゆすり繋察り」について {ゆすりは重量} 

(2) r令IQ]アンケート議吉宮震j害frさまちづくり計@jJ Iこ重量り込む{学芸震の絞殺幸霊祭� 

(OM ;:1;:森君主ん)

3.予定� 

(1) 10/12 C土)10絡がら 第2 土密室~Ël治会連合会研修会葬署録 εT!I主主主霊悪霊堂之08 
1El治会2さきの出罪事後<IS綴いレきます手� 

(2) 10124(本〉お:1か- 3>:1務官自治会連合会合麹襟察研修会 務羽目線翼民〈念総千円〉

〔締め百おり� B: 10/11) 



令和光牢� 8耳� 4日

浅瀬台小学校区吏ちづくり議書最重量 「ゆずり集ごコミュニティ…j

会f塾 石毛~ 1曹管理

書記浅ID 憲哉

「令和気体詰月度定善寺役員会j議事事終え� 

fl時 守彦OJL年得月� 4伺(fを)� 10: 00-12開

場所 ゆず的薫ロミュエティールーム

出席書 (肉総会予石存主中村、井箆、光村、安泉、大揮、鋭棒、福岡、内額、沖問、樽溝、 

\1苦縄組合…j 機!謀、"~努革審井、太久保、竹内、外山、従減、山本譲療を瀦崎、浅臨

時ずり薬会� ，;r!1I、司書f臼，� ;J、件、小手事c

1i韓 井� t、両段、高野、考1ト、沖永

打線 止問

コンザル大森

盤設計 犬台

ファさりーマート 総本、玉舞 〈検事守、略骨子� 364会}� 

1・(1)ご2ミュてディ…協聖書金め件、概算のある方は 合計室長勿で対応;ぃt::します

開会にみtこり、石幸子!をより、ご擦を警をf員〈、本臼レジニヱメ販を変更してi韮めます� 

(2)時ず句集会よ旬、 ゆずり蟻移りの期継について 1'i川会長より
 

. 2019. lO 凶� tO:5l)-14:00 Iニて災主義


・各尚治会への役'Iltlとお緩い(SJ1J紙資料の逐吟� j

“不明在はゆずり築会の各コミ~ニティー、向総会担当を決めているので君事、合わせくださも、 

;P1~事会長より

昨年jたでは正門前的交線繋理をしていたが今年は太丈夫か
 

…"'>)3IJi幸手書記済みの為、大丈夫で十


・綿菓子。ラタラノとは、飲み鞠を時々すためのタライでLょうか。

→泣い、そうで吟� 

.Iliiβに合腕など田磯子討会尾機械をちれ持ち込み準構考書長か


ゆパザ後です


2， (3) ファミリ…'7ート逆瀬合� 11'荘第、滋郡波改修工事について

*守三幅持1皆財諜長、ファミ� Pーマートより概聖書のま義務



本9月� 3，LJこり� 13升 (朝18:00~タ 18:00) をそ予定、各{犠iこ事的ifi車総� 

1. 	 (3) 6/2 ゆずりま義士コミ� n コユティ一定時役員会議議事録説明� 

1.(4)5/8、� 6/12 まわづくり協議会代表者交流会 内科紹介({i，事会長)� 

1. (5) 7/10 まもづくり協議会代表者空流会議 レジュメ総介(イ"J":t示会総) 

1. 	 (6) まちづく均粂例に隙寸る滋持説明と、倒別の巾からの説明会的潔B住宅前然的確総

→特}と希手持;ま慨かった({，谷会長)

*相談役Jtej てまあづくり条例案が謹むと=連合会的{主総寸けをYういてゆく

のかが懸念される必ぜウォッチする必要がある芯

本8 Jl26il F議主綴jとtお話量予定 まちづく勿計緩め君主主主等を認す予定(10:30.. 0 

療宝塚市まちづくり i翠議会代畿者会議� 

f在宅の為的総数量域分、事例線療をしてゆく予定

約報処柏と意見交換約時繋授の雑誌{石各会長)

ト(7)ゆず吟藁執り� 97培について� 

9月� 180に納品11dれる 埜 け 取 り は9月� 19 [1 (本)22il(制)� 11、00.......15:00 

2. (1)ゆずり薫アンケートの説明(制 大森さんより説明) 内将棋I戦ください

本アンケ	 c山I'.IJ号事者が、� 10代、� 20代がOでそれではアンケートオる傘暁が蕪いのではなし功、� 

iグ日一ンハイツ釣治会)

*ノ子許可のアン今一トめ蛍瞭を説明、これを磁まえて次わスチップ金どうするのか検討したい� i石

家長会後}

*今照的アンケ…トt:婚す� aり家主車1"，主特に高齢吾グラ滋だと実感した 立後i立z高齢になっても縛り

とコ主品ニユケ…L〆翁シするが‘男役?主下手� ('J、来さん}

*ゆずち襲はアンケートが蜘くてもまちづくり長麗が潟来るが、宅整慢があるためにアンケートを

実務した=主主いJずも合めた:1主体アンケートではないがそういう緩締を含んで欲しい{梧談役}

本今問的持出jば綴解するが、郎幹子殺の検討が主主要てサ主なし哨、{グザ…ンハイツお治会}

本アンケ…ト山中で、ヂィセンター自立ド、地壊交流スベ…スが狭いという潜F誌があるが、1Fだ

けではサーピスがtI:l来なし、状説になっている、� 2FI土地域:ョミ品::::'71…スヘースとして、

市、ヂィI?ンタ…、ロミえよユティーで合意済みであるが、災際的問隠として高齢化的現状を踏

まえ、近いうすヘlこ関車開化するニとを想定しておいて欲しい(側談役)

*アンケートrli~忠世絡まえ今後の進時五を相談する会議官開{睡したい(おお会長) 

::::. (2}禄右上ネジ トワーク会議 社協大認さんより説隣 


開午、ごマミ~ ."ーチず 約三三識に会わせて.福祉ネットワーク会議委台関慨している


が、今'1はどうか、会ちづくり卦画にも重量り込んで汚激してゆきたい


縁寺毒殺に各自泳三~訟のま築総をまとめて、それをおし合う会議にし主こらどうか



*今[111のテ マは、潟齢化にし、かに対応するか、見守"をどうしてゆくのかが

と、 子供q;罪奇襲語も?きめ持品をして時さきたい(高話会� J"l

*捗:凶{生E司会� 1 O !l6H，ここのネァゎワーク会主義を開催したい、役員会的特τは� 1 2'a 
。〈らいになるニ� kを含んでほしい(制談役)

攻絞め室長行口階(石井!}友銀行)逆瀬治的� ATMM綴itfれ¥ゅうちょのれ隊へ変更したい� 

U-i科会長}をまさんにはl宜主義関わるニとではないが

*市的核窓口践が銀行口療になっているめて¥ゅうちょの口座で災いdうか、現告に

確認めれ対応したい(中村さん}

以上



望聖書軍事まちづ〈り割高線会代理量殺交流会{余裕元年!l・� 2匹H華〉線事概要産

話 時 令手口元年� 7月� 10B (水) 14: 00-16 :00 

場所 市役所 3 滋 3~3 4詰灘1ii:

土台車智者 {ニ111まちづくり協議会 総 昭人会長�  

3窓c:J:維嘘汚車写姦宝笥号，j

宝塚市光号納月封滋草竣まちづくち主壌裏書議麗妥余量 閲村言泰幹ま緩監会長

宝塚市京成小学綬滋緩まちづくり協議会 加藤富三三議長

宝場前ま露出まちづくち協議会 札録E耳障…会長

まちづくり協調童会コミおおヂイ末広 豊盟主長男代表

守主噌第 ，、や校区まちづくり議量産会 〈代建}害事事何 恭ぷ子地域交流審事金会長j

波尊重台小学校区まらづくり協議長話 省谷 清機会長

宝塚指すみれガ丘小学校区まちづくり協絡会 向上主義代表

宝塚小学校長Eまち/j<ち協議余 喜多事童会畏

ヲ宣布小学校区まち4 くり協議会 (代理霊}笹悶 'itll台量i会畏(余長代行}

意縁市美I!it機緩まち寸〈句協議会燦村議代普賢

決意慾IRまちづく勿総費量会 !碕本重軽夫会長

宝塚市喪震基地区まちづくり協霊聴会 久保綴弘男会長

中山由ロミヰニティ 畑中表善治金長

家塚市長尾台小学校区まhづくり協調産会 訟控室孝彦会長

君主務挙前週拶it!!1Rまちづくり協議会 二二井 弘和会長

市民交液縁 者家都議、上回塞』塾、新液量悪銭

子宮浅協調島宇最近喜怒 寄!瑚縦長、JlJ関係長 後

軍最策課 石隠面j議後他

青F少年センター ぷ三本所長

凝灘士{七善事 政処室長

事現光企磁器重 大空軍係長 後

総会話語紙協議会議本耀事長 悠

隠商総合繊究所議本他�  

OM意書尊重野葱研究所 大森 他

玄綴NPOセンター馬緩

惨事車� 10人

議事概要� i望書旨}� 

1 ~註塚市まちづくり協議議代表者交流会{令事祖先年愛・君臨 2 踊J)議事者覧重要の確認
各まちづくり怒議会代ま提唱雪iとより、3i:塚市まちづく句協議量会代表者交総会(舎新3元年度・

繁之[羽織継続要の震憲法記が行われ、ホームページへ的公闘が承認された。� 

z 令制比年ll'まちづくり協滋会代表者~主主会町長奇動について
長豪華豊から、首ij問、検討理解壌となった主主縁コミュニティ・スタ←ノレ者縁者匹の重点綴闘とし

て絞り上げると� jとにつ》、て、地滋iこより進静状況は帯々であっても、情報受換金行うこと

は十分家豪華のあることと考えられるため、興事l賓の提案が行われた。家信麗コミュιティ・ス

クール約書陸連解を1きめ、令和究部燦まちづく勿協議会代議長者交流会的活動について承認され



3 地機ご止のまちづくち針繭めえ戒しについて

(J)各まちづくり協議会代饗者から‘地域ごとのまちづくり書十議の見濯しに詩書する取縁状

況・今後約予定、良かったこと、滋っているこまなどについて、ご報舎いただいた。

事異要につし、ては、以下のとおり。

[ゆず句集1
多まちづ〈り計闘のさらなる光案そ図るため、地壌の関係者等へ朔けて樽君主アンケー

ト苦言轄擁した。その結果をまちづくり童十両iこ反映していこうとする段階である。� 

i安粛1
乙告書+磁昆護軍しについては、部会に対しての意気・要雪震をまと持ている状況である。

②タザーンセンターの焼爺が聖書て替えのことなど、鹿辺環境も含めて、まちづくり針

顕脅奪えてむ、方、なければならなb、
{末広}

CD縫い人たちめ無機敏ぜそ取り入れようと PTAやおやこの会、子ども会などの方々左ワ

ークショッブをITった。その出で出た意見i土、新たな著聞点の意兇もあり、纏考に

なった。� 

d号E是間企業� (6Bt士会にもアンケートを送付したり 民間時� ik雪量的意見も自主み取っていきた� 
L、m 

l西宅>1
Ql現夜、 3つめ分科会で計画量動車しそ観ってL、石。?月中には、� 3つの分科会で計義留が

業とまり、� 7持末から� 8月上鵠までの織に、最終すり合せを行う予""� 

i高おjJ 
e二ニ護主事的取会症の現状をすべて出していき、それを主主つめながら今後の殺り組み1'1

を考えていこうと� L亡いる、

言寄毎部室i休みiこ爽絡していた?護側の� f望夏休みf言績やろう会jについて、昨年震に号iき
後き、今年度も主主りやめの過濠が教育委員会からあった。まちづく勿絵議会として

大きな殴続可きあるので、もう一度教習塾長通会;こも考えてほしい。~後、学校が後ffl
できないのであれば、まちづくり協議会として違う方向燃で考えてし、かなければな

らなしら� 

[fプjl!l 
Ql7，S foIl立、� 5つの買禁り事諸島在中，むにf苦象者している。夏祭� ηが耕わったら、全体

会号;ニ計E冨見Bましに取りかかるそ予定であるc 

wばη}

Ql .jつの分科会"計磁の見露支しを fすっている。� 1127の全体金までには、各分科会でま

とまったもめができる予定o PTAの保護者等、緩い人的意見もた〈さん費量り入れよ

うと考えてし、る。

{宝Ij¥)
Ql各自治会、ヨミ込ニティの各署革問緩め代理聖著者メンパ-~して、ワ}クショップ非主

式で進めているョ現従ま?に� 13溜のワーク� VヨツヅをfTった窃

ミ長今穫のテーマは、� lむ、かに広〈瞥見を，jtめられるかj である持各島治会、各専門事里

で持ち帰ってもらい、広く活宮昆1l:求める。また、拡大ワークシ潤ソプとして企業に

も意見者求めてみようと考えている。さらに、依主主の意昆も例らかの方記長で衛書数

りたいと添っている。� 

['~'J'I 
(おできるだけ多〈の徐民の寓を滋み取るため、すべての翻桔会，管環組合、友場参高山

小学綬5年生‘党ガE主中学殺の生徒(生徒会が中心)にアンケートをfすったn 

dE 現在、校廷内全 5~6 プロックに分け、ブロックごとに磁校、防災}こっし、て話し合
っているの各プ口ククの書軽量罰金集めて、計画見援し策定につなげてい秀行い



〈む計画全体者 51'貰隠iこ分け込現段、丹� 2@のペ…スで援し合い'"行っているQ 

G!!8月を寝室主iこ完成させ屯� 9丹iこ型量出予定である。

{-すみれl 
Cむ� 9ft.のまちづくり協綴会代表者交流会で干すわれるまちづくちま十磁の惰雑系宥を綾織

して敗り組んでいる。� 
G!!アンケ ト絡糸、その他窓見事どヲスト化し、それらを項聞分けし、まとめる段詩書に

入っているら

{発布] 
CD-=主体的将来事量と華基本目標はほぼ決まったE あ ~l士、都会での童書聖駐在すすい、整理して

怒とし込む段磯ずある。� 
G!!まちづくり協議食会の� f拠点づくり� j については、室重点項闘と� lて挙げていきたいと

考えている。� 

i光明l
仁王)� 6月に輪対委員会を千すったc 1/14党機まつりが滞ら響いたら、検討考書災会を行し¥� 

8月司てまでにまとめようと考えている。

[すえなりI
(j)礎夜、具体的な取η総みにつも、て、一生時革命費文句緩んでいるc fj考えば ハ…ド誕の

取り緩みとして、まち惨さをして、危険綴併の現線事寵蓄患をしている。また、そn危

険鰍僚を終決するための悠議会的総緩や予箪等について、計画に軍基り込めたらと考

えているa

[i!!i山I
 
Cむ� 6/23第� 8臨調検総委員会にで、葬主主主釣な取勾総みについて、ワークショッヅ形式で加


筆修主E毒et'Tった巴

②爾iJj/j、学綾グワ� 6車生� (97名こアンケ…トをとり、子どもたちぬ準語まな草壁児を関〈

ニとができたG 

I中山会l 
(j)7耳東から� 6つめ分科会に分かれて、詳細議読め揖討を行っていく予定e スケジュ

ーノレ議りに通喜んでいる。


{薬座l
 
(j)7月中iこワークショップ形式で防災場事について昔話し合い、意見が反映されたものさを� 

9月にまとめたいハ

(2)意見受豊島

・自治会場に入っていない住民的育をどのように集約するか。

闘機会毒事に入っていなくても市民主張敷金行っている入がいる。0lJ;t1芝、そのような

方々に対して‘ネットワーク主主畿のようなもの者関犠するをどして愈見を言語〈こども
検討できればよむ、

-まちづくり協議会i理士の纏携も今後畿のでいく必要があるG

-線復、まちづくり計画語的見亙しのため、多くのii終的意見を集約している。計磁のJt� 

i貰L後、溶液{ま院から章覧会ミラ軒1::場合、まちづくり協議会をi躍して、その意見i立、受

け入れてもらえるのか。

一帯:言十横着イくりのため、…昆辻まとめか必警警はあるが、児童主し後のご離党が経き去

りになることはない。次的計画尭長ましの段階での修lEや、どう実現していくかを携と

まちづくり協議会が一絡にな勺て、考えていく'!:::'襲警がある� その流れ{士、現在も---主主q

写会� γ乙、yミル築現1S� t-;-三t:.l ~予要福島 t…令プセふ t'" j$…時、 Zレ1-r ムコ"唱、，'fヲ内什，，，イ� 



(3)地域ごとのまちづくり安藤i児童まャ情報共有余幾について

座長から、書記-7*-"'7ツトで作成した織機ごとのまちづくり祭画i(告和光年 S月時

点)的事華社1について、まちづくり協議会代表者へお重量いした金

提 lli期線 令和公年� (2019年)� 9月毛� B (氷}

事監主担方検 コンサルタント(明言票総合研究所・� 0議環境計霊園研究務)からデータで市

主主協調陣織遂事軽4、望号t討� 

4 J沼運握� fデイヲーニュースj へのごt師事前について� 

)tE宅協繊維進緩から、議4布資料に通量づき、� ]oC(費財� fデイリーニエユース」の絵績が干すわれ、

ご仕i演を給量宣される場合は、討す民協織機迫害書撃へ渡絡をいただく旨‘ご案内を行った。� 

5 	夜襲警・休詰 dコ学校~ーの後喜重について

磯良書裏金、ち、重己布資料;こ軍基づき、夜言寄・件誌の学校への穏滋について、議務者千?ったc

自動アナウンスめ内容として、翼連君事時等E士、教事事島員会へ司医者蓄をかけていただく皆のアナ

ウンスがあれば良いといった意見があった。� 

6 アトム� 110番巡絡続的貫主義駐について

響0'生ドセンターから、重芝却資料iと基づき、� fアトム� 110番i車絡所j 標設に際するお型車いそ

行ったa 

7 雪量縁サマーフェスタ� 20191在火打上告書鈴について

観光企頭線から‘配布資料iニ濃づ君、安城サマーフズスタ� 20191在火打Jわ輩出iごっし、で、

詳緩めご型軽内を行った。ま1之、犠光協会事業iこ対する協事費抑お緩いをfすったφ� 

8 	字士会福祇協議会会員募集のど憶力穏について

社会者福祉協議会新型童家長かち各まちづくり協語障会代表者へと'犠惨を行ったf妻、役会繍祉協

，、r繕会事量鈴から、配碍資料に遺書づき、社会持軍経協議会会員募集についとご協力のお漂い珪び� 

こっし、てこ'草壁内を干すった幼Iたからづかみんなの食堂，Fまうiょに遊Lいつf二世べようI.;;Lつ

9 	市霊走路働事量進課からのお知らせ

下記(j)- (8)について、資料をI!lいるなどして周知したの� 

(1) まちづくり協調産会会計担当者会につLぺ
市E宅協{動機進課からお干しのご餓祭主ぴ結果にういて暗号途絢知をITう段、連絡をITった。� 

(2)新制支まちづくり協畿会後務委践について

宝塚市パブリッタ鴨コメント寝室韓会事産主主� i重縁合小学校区まちづくり協議会

{汲 FM家塚tll主義予定


令和元年8月� 9S (金} 当主場市西!おまちづくり協議会


令和光年� 8丹� 26日 (丹) 逆瀬台小学校長主まちづくり協調量会

(引車院と市長のテープルトークにつL、て� 

(5) 市銭総動イ毘畿支援事業について

(前ふれあいトぃク(出書~簿箆} lこっし、て
 
(i) 浜離県� (2019年度現段まちなみ織化事講義J こついて� 

10 その総



令和元年度 第� 4阻まちづくり協議会代表者交流会� 

8善寺 者おえま宇� (2019等)9月118(水) 14録 αコ分~16ß害訴)5:)
意書添 11J毛主孫 3要量� 3-3会議室主� 

1. 'li潟市まちづくり童話絡会代淡復交流会〈令和元年産主・言語31Q])灘署喜儀委の確認 

(3分〉� 

2. 1出i謹ごとのまちづくりき十話題W.iii議レ!こついて� (55主主〉� 
111統フ才一マットで作成し民地滋ごとのまちづくり針闘〈令給元毎8月時点〉の� 

1聾線共有について� (5分〉� 

12lt':費量懇の皆様から、議I議とごとこのまらづくり設惑の空軍議しに事遣する叡繕紙交・令畿のそ害

主主、~かったことこ、勝っていることなどiこついて、ご絡をきしていだだきます

収 入 �  X2主主〉� 

{3l買意見交換� (10主主〉

説送路市公共施設〈建物音皆殺)� 1曜荷量量感適化方針について

〈線総マネジメント謹)(10主主)� 

主主〉20ついてく学絞主翼手苦言葉〕く1<::(，1さま話量子告コミュニテずースター4.

5. 寄言葉号光年度まちづくり臨義務会主主計鐙差益窓会議著書寝室霊について

〈字程E主協総推進課)(¥0対〕 

6.赤い羽隈共同募金穫量hへのご協力のお願いについて(枚重量綴祉協調会)(5分〉

てす事渓協酪挺進毒事からのお潔D~己主主 (5 主主〉
{守}きまらづくり怨議会幾重毒殺幾について
 

2主i事務言語惑のまちづくり霊童滋委集会 宝塚話、学校援をまちづくり滋議会

主主滋市8立支援官襲撃韓議� fωII~まちづくり協議重量
 

2l FM宝塚出演予定

令和元年� 9港� 128(本〉 室主覇市すみれガfま小ザ絞区をまちづくり協議会

令手口元年� 10月� 108(木〉 室館第一小学校IR百~õづくり協議会
令利元年1O!'l158C火) 売市小学校区まちづくり協滋会� 

{3J (仮称〉宝海市協憾のさまちづくり型車道条例について

しトークについてj包帯設と務長のテーブ22重苦� :4) 

(51落主主主聖書経連事交綴電車着陸について
時<1，，¥ 三言".""をま宅再験fI)勾望号~j同長宏道2$ö鈴8~きと r録削減ミ圭&1! 1~歩引寸'"翁段ヂ7会合符築設議活断言霊祭実'"喝:>/::::;:";弓! 1:-p、g、ヮw 

1



主主その俄

事室8量のfな令�  

(i)的I轟にごとのまちづくり討議姥蓋し情報発寄金線

〈苦患� 5阻まちづくり協議慎重宝代表議交流怠〕

白 書事令初先王手� (201911')10;ヨ9Eヨ(7Jて)14α〉、-16αコ
議 所得役所�  3階大念灘署霊

(知書il6@eまちづくり務議会代淡重量交波紋� 

B 善寺ー令初先安まく201911')11f書138(水) 14:αコ~16 αコ� 
i轟� )i 来安定p

《百日符滋車五 A~努

ーさ富塚市まちづくり揚言語会代表昔話?主流会〈令お元年燦・第 3 喜~)議事磯署警
・絞 フ万一マットで4生成しだ哩緩ごとこのまちづくり計画

・令草U7記録痩まちづくり1嘉義監余会計慾お答会霧車匝織票

. <i8i:称〉宝 E事務縮剣のをまらづくり鍛造車条傍について

事務22@市E誌とこ港祭(J)チーフルト}ク
輸さiif軍F告綴君臨め指針市E建設現重量「封書援活動lこ鉛11る鍔女共慰霊書極在学ほう� J

-令平目玉五時号室 (2019年穫〉代表者交;斑主主也事室

《配給資料� B:lう

・ 2主i軍司5~共施設〈穀物師設〉祭事重量最灘iむTう金?について
・宝i事第二3ミュニチィ・スク山jしについて

・赤い喜善袋農宍i議事堅金運董Eへのこ協力のあ官語いについて

・みんなでつくる住みよいまちづくり 機慾パスツ� 7フー

.1¥5災研嫁主主 In宝塚

・令草s21'李産主一般::13:;:コヱティ助成事裁の募集について〈ご濃!1il)


