
皆様におかれましては、日頃より子ども会育成会の活動に対して、温か

いご理解とご協力をいただき、深く感謝申し上げます。さて、まもなく子

どもたちは夏休みに入ります。夏休み中には、町や地域で多くの行事が計

画されていますが、低学年から高学年まで、子どもたちが共に活動し、交

流できるよう、ここに夏休みの行事計画をお知らせします。次世代を担う

元気な子どもたちの姿を見ていただき、これからの活動に、より一層のご

理解をいただきますようお願いいたします。

邑楽町子ども会育成会連絡協議会

会 長 陣川 悠布

令和４年度邑楽町子ども会育成会連絡協議会役員紹介
本部役員 各行政区会長

会 長 陣川悠布 １ 下中野 奥沢真美 18 一本木 保栖尚美

副会長

阿部寛子 ２ 前谷東原 河田恭子 19 渋沼 ＊18区と合同

馬場裕美 ３ 横町化楽 堀口佐知子 20 石打 小倉真由子

三ツ井陽子 ４ 前原 小松原昌美 21 住谷崎 ＊20区と合同

会 計

加藤明日香 ５ 天王元宿 上新朋子 22 上中下坪谷 田部井直美

髙島知栄 ６ 十三坊塚 佐藤美央 23 水立大黒 品川歩

遠藤祐子 ７ 上下西宿 石井容子 24 西ノ根宮内中島 橋本二三男

眞仲怜子 ８ 前瀬戸宿 遠藤裕子 25 馬場大林 江原あゆみ

書 記

中島愛莉 ９ 千原田向地 滝川美希 26 上下寺中 宮澤千寿子

後藤梢 10 大根村琵琶首 前川孝久 27 十三軒 三ツ村貴子

原芳恵 11 谷中蛭沼 飯田佑美 28 店高原 立澤百世

宮田夕夏 12 鶉上 須永絵理 29 本郷江原 鑓田麻美

小島麻里 13 鶉下 室岡奈緒 30 古家十軒 矢島規行

丸山睦子 14 鶉新田 橋本励子 31 大谷端宿赤東 立澤直輝

白根裕丈 15 光善寺 津久井香 32 開拓 藤本真弓

吉田さやか 16 藤川 富井絵利子 33 新中野 小暮好美

監 査
大手広美 17 秋妻 橋爪由香里 34 明野 島田純子

小平香菜里

顧 問 森本淑絵
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令和４年度 邑楽町子ども会育成会の主な年間行事

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によって、中止や延期または内容を変更する場合があります。

令和４年度 各地区夏休み行事のご案内

※上記は予定であり、新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては中止・延期となる場合があります。

問合先：事務局（邑楽町中央公民館）

℡0276-88-1177

行 事 名 期 日 対 象 者 会 場

ジュニアリーダーキャンプ ８月１２日（金）～１４日（日） 小学５年生～中学３年生 金山の森キャンプ場
第１１回ドッヂビー大会 １０月９日（日） 小学生 町民体育館
第５９回上毛かるた大会 １２月１８日（日） 小・中学生 中央公民館
リーダー養成研修会 令和５年３月 中学生 未定

区 地 区 名 行 事 内 容 区 地 区 名 行 事 内 容

１ 下中野 ラジオ体操・美化活動 18 一本木 映画鑑賞会・老人会とのふれあい集会

２ 前谷東原
ラジオ体操・夏祭り・子ども教室・

美化活動
19 渋沼 ＊１８区と同じ

３ 横町化楽 ラジオ体操・夏祭り 20 石打 ラジオ体操

４ 前原 ラジオ体操・夏祭り・お茶会 21 住谷崎 ＊２０区と同じ

５ 天王元宿 ラジオ体操・夏祭り 22 上中下坪谷 ラジオ体操・美化活動

６ 十三坊塚 ラジオ体操 23 水立大黒

７ 上下西宿 ラジオ体操・夏祭り・美化活動 24 西ノ根宮内中島 ラジオ体操・お楽しみ会（映画鑑賞会）

８ 前瀬戸宿 ラジオ体操・夏祭り 25 馬場大林 ラジオ体操・美化活動

９ 千原田向地 ラジオ体操・夏休みレクリエーション 26 上下寺中 ラジオ体操・美化活動・ビンゴ大会

10 大根村琵琶首 ラジオ体操・美化活動 27 十三軒 夏祭り

11 谷中蛭沼 ラジオ体操・美化活動・百万遍 28 店高原 夏祭り

12 鶉上 夏祭り 29 本郷江原 ラジオ体操・美化活動・夏祭り

13 鶉下 夏祭り・美化活動 30 古家十軒 美化活動・育成会旅行

14 鶉新田 七夕祭り・美化活動 31 大谷端宿赤東 ボウリング大会・美化活動・ラジオ体操

15 光善寺 ラジオ体操・夏祭り 32 開拓 ラジオ体操

16 藤川 ラジオ体操 33 新中野
八木節・お囃子練習・美化活動

ラジオ体操・夏祭り

17 秋妻 ラジオ体操 34 明野 ラジオ体操


