
 

 

平成３０平成３０平成３０平成３０年度事業報告年度事業報告年度事業報告年度事業報告    

    

((((総括総括総括総括))))    

    

今年度も各部会を中心に積極的に事業活動を行ってまいりました。 

長年の懸案事項であります、地域活動拠点施設の早期建設実現に向け、今年

度朝陽総合市民センター（仮称）建設整備促進対策委員会を立ち上げ協議を行

ってまいりました。 

 今後とも、総合施設設備は朝陽地区としての最重要課題として対策委員会で

提言をまとめ、住自協より市へ要望してまいります。 

                                 

 中山間地交流では、今年度も芋井地区との交流を行い、朝陽地区へ来ていた

だき親交を深めてまいりました。 

 朝陽の代表的施設Mウェーブ等を見学し、また地区内の古き歴史を持つ史跡

探訪として長命寺など訪れ地区の良さを理解していただきました。 

 

一支所一モデル事業においては、昨年に引き続き実行委員会を中心に菊芋の

栽培、収穫、焼酎の予約注文などを実施するとともに、地区内で開催された各

種イベントでの「朝陽市場」による地元野菜等の販売を行うなどの活動をして

まいりました。 

 

今後の課題 

 

（１）総合的地区活動拠点整備の早期実現の推進 

（２）市立公民館の（仮称）コミュニティーセンター化の検討 

    

        今年度も各部会を中心に活発に事業活動を行ってまいりました。 

  中山間地交流では、今年度初めて芋井地区との交流を行い、いろいろと 

勉強をし、史跡等を見学、古き歴史の探訪をしてまいりました。  

来年度は朝陽地区へ来ていただき親交を深める予定です。 

 

長年の懸案事項であります、地区活動拠点の早期実現に向け、今年度 

「総合施設建設検討委員会」を立ち上げ協議を行ってまいりました。 

              今後とも、総合施設整備は、朝陽地区としての最重要課題として検討委員会 

で提言をまとめ、住自協より 

 



〈総務部会〉〈総務部会〉〈総務部会〉〈総務部会〉    

住民自治協議会組織活動の活性化と地域づくりの推進を図るため、活動を進

めてまいりました。 

 

１ 所管事業の実施 

（１）活動拠点整備に向けて 

朝陽地区の公民館、支所等公共施設のより良い施設整備について、総

合施設建設に向けての検討委員会からの報告を踏まえ、住自協の役員が

市長との懇談会（１０月２３日（火））において、早急な対応を市長及び

担当部課に要望しました。また懇談会後に立ち上げた「朝陽総合市民セ

ンター（仮称）建設整備促進対策委員会」で市長に「朝陽地区活動拠点

整備に関する要望について」の文書をもって陳情（１１月２７日（火））

を実施しました。 

（２）朝陽地区戦没者等追悼式の開催 ９月２３日（日）、出席者４８名 

   戦没者等の皆様に不戦を誓い、追悼式が厳粛のうちに執り行われました。 

（３）一支所一モデル事業の実施 

   実行委員会を中心に、菊芋の栽培、収穫、焼酎の予約注文などを行うと 

ともに、各種イベントでの朝陽市場開催による地元野菜等の販売を行うな 

ど活動を展開しました。 

朝陽市場：                       

７月２１日（土）北堀区で開催の「あさひ・ふるさと夏祭り」に出店 

 １０月２０日（土）千曲川リバーフロント駐車場にて菊芋、農産物販売 

１１月  ３日（土）朝陽地区健康マラソン大会で菊芋等販売 

   ３月 ２日（土）千曲川菊芋畑にて収穫祭 

（４）地域間交流事業の実施 １０月１１日（木） 参加者４９名 

朝陽地区と芋井地区の地域間交流を深めるため、本年度事業として、朝 

陽地区の名所等の視察見学及び交流会を開催しました。 

（５）男女共同参画の推進 １０月２９日（月） 参加者４５名 

男女共同参画に対する意識を高めるため、長野市担当課職員による研修 

会を開催し、地域における取組状況等の説明を受けるとともに、女性リー

ダー育成講座の受講者からの感想も聞くことができました。   

    

〈安全・防災部会〉〈安全・防災部会〉〈安全・防災部会〉〈安全・防災部会〉    

   安全・安心なまちづくりを進めるとともに、地域で見守り・支え合える仕

組みづくりを目指し、今年度は年７回の部会を開催し、自主防災、防犯活動、

交通安全、住民支え合い活動などに係る事業を実施しました。 

 

１ 防災対策事業の推進 

 



（１）水害防止用土のう点検整備及び水防訓練の実施   

６月９日（土） 参加者５０名 

   長野市消防局鶴賀消防署東部分署及び長野市消防団朝陽分団のご指 

導・ご協力のもと、土のう点検整備及び水防訓練等を実施しました。  

（２）防災携帯無線機による通信訓練（災害想定）の実施 

    原則として、毎月１０日午前９時から実施しました。 

（３）防災携帯無線機について  ６月２１日（木）  

   新たに防災携帯無線機１台を購入し、北堀区に貸与いたしました。 

（４）防災研修会の開催  ７月３日（火） 参加者３２名 

   テーマ「地域の防災力をアップしよう」  

長野県危機管理部危機管理防災課・防災指導員の田村浩二氏による講

話長野県危機管理部危機管理防災課・危機管理担当参与の五十嵐萬寿男

氏、長野県長野建設事務所・建築課主査の山崎拓氏も同席されました。    

研修会終了後は、朝陽地区自主防災会連絡協議会総会を開催しました。 

（５）防災講座の開催 ９月８日（土） 参加者２９名 

   日本赤十字社長野県支部地域赤十字奉仕団研修推進委員の依田賢一氏

に「災害発生時を想定した屋内安全について」の講話を話していただきま

した。                       

（６）防災施設視察研修 １０月２６日（金）参加者２４名 

   長野市消防局中央消防署と浅川ダムの視察を行いました。        

 

 ２ 防犯対策事業の推進 

 （１）防犯研修会の開催 ７月１２日（木） 参加者９２名 

     長野中央警察署 生活安全第一課防犯指導係主任の仲沢和泰氏、特務の

山口美咲氏、長水防犯協会連合会事務局の三澤美幸氏による講話・腹話

術・DVD上映を開催しました。            

（２）夏季及び年末防犯パトロールの実施 

   夏季・・ ７月２０日（金）から７月２８日（土）参加者１３０名 

   年末・・１２月 １日（土）から１２月１４日（金）参加者１３３名 

    各地区の役員、防犯指導員、防犯女性部員、少年育成委員等のご協力を

得て実施しました。 

（３）ポスター、立看板等による啓発活動の実施 

    長水防犯協会斡旋の、夏の地域安全運動、全国地域安全運動、年末特

別警戒等の看板を各地区、朝陽公民館、朝陽支所に配付し、掲出を依頼

しました。 

（４）年末防犯及び飲酒運転防止の街頭啓発に参加  １２月７日（金） 

    長水防犯協会・長野中央警察署主催の「年末防犯・飲酒運転防止街頭

啓発イベントが、JR 長野駅イベント広場及び駅前周辺において行われ、

街頭啓発活動に参加しました。 



 ３ 交通安全対策事業の推進                    

（交通安全協会朝陽支部・交通安全推進委員会が主体） 

（１）交通安全街頭啓発活動の実施、以下の活動に参加してきました。 

  ア 夏の交通安全やまびこ運動  イ 秋の交通安全運動      

  ウ 年末の交通安全運動  エ 年末防犯及び飲酒運転防止の啓発活動 

（２）市道等の白線塗布の実施 

   交通安全推進委員会、各地区育成会等が行う白線塗布事業における物 

品要望調査及び物品調達を実施しました。 

 

 ４ 支え合い事業の推進        

（１）「支え合いマップづくり研修会」の開催 ７月２８日（土）参加者 85 名 

   社会福祉部会との共催により、桜新町支え合うまちづくり委員会副委員

長の古川晴雄氏による桜新町区の「支え合いマップづくり」への取り組み

を事例発表として報告していただきました。       

 （２）「支え合うまちづくり研修会」の開催 １０月２０日（土）参加者 97 名 

社会福祉部会との共催により、まちの縁側育みプロジェクトながの代 

表の小林博明氏の進行のもと、朝陽地区内の５名の方の事例発表・地区ご

とのグループワークを行い、住民同士の助け合いと地域づくりを進めるた

めの体制づくりを学びました。        

                  

〈環境〈環境〈環境〈環境美化部会〉美化部会〉美化部会〉美化部会〉    

  地域の生活環境の改善及び住み良いまちづくりを目指し、各区の環境美化

活動を支援してきました。また、次世代に向けて地球温暖化防止の啓発活動

も推進してきました。 

 

１ 生活環境改善の取り組み 

（１）長野市の５月・１０月の「ごみゼロ運動」に併せ、春・秋に区毎に大  

    掃除・河川清掃を実施（事前に各種清掃用具等を各区に配布） 

（２）千曲川屋島橋周辺での探鳥会と河川敷清掃を実施   

     ６月２４日（日） 参加者５１名 

     探鳥会 講師２名(日本野鳥の会 小林富夫先生・泉澄雄先生) 

     清 掃 公共用ゴミ袋で１２袋、自動車用タイヤ１本回収 

（３）アメシロ・マイマイガ防除事業の実施 

    各区へ防除剤・焼殺器を配布  

（４）不法投棄防止事業の実施 

    各区へ不法投棄防止用等啓発看板（合計：３０枚）を配布 

（５）ごみ集積所補助事業の実施 

   各区に「ごみ集積所維持・管理交付金」を交付 

（合計：１９８，９００円） 



２ 地球温暖化防止への取り組み 

（１）生ごみ自家処理実践講座の開催（長野市実践講座と共催）   

９月４日（火） 参加者２６名 

（２）エコドライブ講習会・触れる地球講座の開催 

１１月２５日（日）同時開催 参加者２９名（再掲：子供７名） 

（３）資源回収協力報償事業の実施 

１８団体 １３６，０００円（２９年度：１６団体１２４，０００円） 

 

３ 視察研修会の開催   

（１）１１月１９日（月） 参加者 ２９名 

長野市清掃センター、リサイクルプラザ、サンマリーンながの 

 

〈社会福祉〈社会福祉〈社会福祉〈社会福祉部会〉部会〉部会〉部会〉    

  「支え合い安心のまちづくり」をテーマとする平成２８年度に策定した朝

陽地区第二次地域福祉活動計画（２９～３３年度）に基づいて、２年目とな

る３０年度は、５つの基本目標の実現を目指す活動に邁進いたしました。 

 

 １ 支え合うまちづくり事業 

地域包括ケアシステムの構築を目指し、各区の協議体づくりでは、朝陽 

地区の中心となりその推進力となる「協議体」“ささえ愛あさひ”が平成３

０年３月に発足し、以降１１回にわたる研修会（ワークショップ形式）を開

き、情報共有を図っております。また、「ささえ愛あさひ通信」を随時発行、

回覧し、広報に努めています。 

  各区においても「協議体」づくりが進み、３０年度は北屋島、北長池、南 

堀が新たに設立されております。また、３０年度から各区の「協議体」運営 

費の一部を補助いたしました。 

  「支え合いまちづくり研修会」（ながのまちづくり活動支援事業）は安全・ 

防災部会と協働して２回開催しました。 

 

２ オレンジカフェ 

オレンジカフェの新たな展開です。３年目となる北尾張部地域の「まめ 

カフェ」に続いて、北堀地域の皆さんの協力により、「オレンジカフェきた

ほり」のプレオープンを７月～１０月に開催し、１１月には本オープンし

て、地域の居場所となっております。 

 

 ３ はつらつ健康体操 

はつらつ健康体操クラブが続々と誕生し、高齢者が集い、一つの居場所 

となっています。市から指導員を派遣してもらい、１１月に「北長池わっこ

の会」、「四ツ屋はつらつクラブ」１月に「さくら元気クラブ」が発足しまし



た。本年度から新たに「はつらつ健康体操クラブ」補助金を交付し、クラブ

設置・運営の後押しをしました。 

 

４ 社会福祉大会 

   社会福祉大会は９月２２日（土）に東部文化ホールにおいて、広島から 

ご近所福祉クリエーターの酒井保先生を招き、「一人一人の“できる”から 

始まる「新しいささえあい」をカタチにしよう！」をテーマに講演いただき

ました。市社協共催の下、市内各地から福祉関係者も出席いただきました。

（１５３名出席） 

 

５ 上田市視察研修 

    ８月２７日（日）上田市を訪問し（参加者３８名）、朝日が丘団地の竹内 

久子氏が主宰する「ワンコインサロン」を視察しました。自宅の一部をサロ

ン風に改装し、週２回（火）と（木）にボランティア数人で運営されていま

す。 

  次に、魅力の施設「あったか空間きらり」を訪問、それを支えるボランテ 

ィア「あったかい輪」（白井代表）の活動説明を受けました。 

  ３番目の丸子ボランティアセンター（清水所長）では、男のボランティア 

団体「丸子珈琲クラブ」（丸山会長）の活動を聞き、挽きたてのコーヒーの 

おもてなしを受けました。 

 

６ 児童福祉事業 

（１）放課後子ども総合プラン運営委員会の運営 

（２）児童センターと子どもプラザの運営にあたり、餅つき大会等行事を行い 

ました。また、朝陽小学校体育館に併設する新児童センターの設計につい 

て、市教育委員会に対し意見具申をしました。 

（３）子育て支援、赤いほっぺ事業（民生児童委員協議会と共催）、毎月第１、 

３水曜実施。育児相談を行いました。また、月１回朝陽小学校５年生を受 

け入れ（総合学習）ました。 

（４）朝陽小学校４年生の福祉体験学習（車いす、アイマスク、白杖）に協力 

 

７ 子ども食堂 

（１）朝陽団地のママさんを中心とする親子が運営する「まんぷく食堂」を世 

代間交流と位置付け、積極的に支援しました。朝陽団地集会所、北長池公 

会堂で月１回開催されています。 

 

８ 福祉懇談会 

（１）地区別福祉懇談会を１１月に開催、各区の福祉推進員会支部の取り組み 

ですが、社協として理事が出席し助言にあたるほか、市社協や関係施設の



出席を求めて、支援しました。 

    生活支援体制「ささえ愛あさひ」の研修会、及び各区の協議体の活動 

と連動し、懇談会が地域課題の解決に向け、年々実り多いものになって

います。 

 

９ 地域たすけあい事業 

（１）福祉自動車２台による通院支援  

利用人員 ５０２名 回数１８４６回（３月末現在） 

（２）家事援助による支援  

   利用人員 １０４名 回数３５３回 

  

１０ 高齢者事業 

（１）傘寿（８０歳）お祝い、「おしゃれ風呂敷」 ３９名に贈呈 

（２）ふれあいの旅 於：湯っ蔵んど ２１名参加 

（３）高齢男性のための料理教室 年８回実施 延べ１２８名参加 

   講師のお手伝いとして福祉推進員の協力 １６名 

 

１１ 地域福祉事業 

（１）福祉推進員活動 

   お茶のみサロン・ふれあいの集い（各区実施）ふれあいの旅、傘寿の祝 

 

１２ 広報活動 

（１）社協だより ４４号～４７号 

（２）赤いほっぺ通信 年２回発行 

 

１３ ボランティア事業 

（１）絵手紙講座 ２月２６日から３回シリーズ（３月５日、３月１２日） 

（２）ボランティア研修・交流会 １１月２５日（土） 

 

１４ 企画会議 

毎月第１（火）と第３（火）に、三役・区選出理事による会議あり。 

  社協事業の連絡調整、企画立案、執行の段取り、組織問題他予算執行など

全般にわたり協議を行っている。 

 

１５ 社会福祉部会 

   住自協社会福祉部会事業の検討・決定し、事業の執行にあたるほか、各

区の諸問題の情報交換をする場となっている。 

 

 



１６ 生活支援自動車 

   地域福祉ワーカー、たすけあい事業コーディネーターの活動を保証する

ために、３１年４月に公用車（軽自動車）を購入（リース）します。 

 

１７ 事務局体制 

   生活支援体制強化のため、地域福祉ワーカーの複数体制を取るべく、広

く人材の募集をしています。 

 

〈健康増進〈健康増進〈健康増進〈健康増進部会〉部会〉部会〉部会〉  

  健康増進部会では、朝陽地区にお住まいの多くの区民の方々の健康寿命の

延伸を最大のテーマとして捉えて新たなアイデアのもと、健康増進活動を開

催してまいりました。 

  現在、当朝陽地区においても、近々課題でもある健康寿命の延伸のため健

康推進委員の協力と活力ある健康増進活動を展開して以下のとおり健康啓発

行事を執り行いました。 

 

 １ 朝陽区民健康のつどい（テーマを変えて７月と１１月に２回開催） 

 （１）みんな de はつらつアクション ７月８日・１５日（日）参加者３９名 

健康指導士 工藤千恵先生から、健康ウォーキングとストレッチ体操 

の実践を学びました。                                

 (２) みんな de いきいき生活 １１月 1 日（木） 

長野市地域包括ケア推進課から中西則行作業療法士をお招きし、介護

予防の観点から筋力や体の柔軟性を維持するための簡単なトレーニング

法を教えていただきました。                  

 

２ 朝陽地区健康講演会  １月２０日（日） 参加者 ８７名 

    中野市・たかはしクリニック 高橋嗣明医師から「癌をどのようして予防

して生き抜くか」をテーマに癌と食生活について講演をいただきました。                    

 

３ 朝陽手のひら体操 

   朝陽各地区のご協力を頂き、お茶のみサロン、ふれあいの集い等の機会 

を活用して頂き、ご当地健康体操「手のひら体操」の普及活動に力を注ぎま 

した。各地区３～４回開催 

 

４ 健康だよりの発行 

   生活習慣病予防に向けて、運動や栄養をテーマとした話題をチラシとし

てまとめ、年３回発行しました。 

 

 



 ５ 健康推進員研修会 ６月１７日（日） 参加者 ３８名 

   朝陽各地区で活動している健康推進員の全体研修会を開催しました。当、

研修会には三陽保健センターの保健師を招きご指導いただきました。 

    

〈教育・文化部会〉〈教育・文化部会〉〈教育・文化部会〉〈教育・文化部会〉    

  青少年の健全育成と地域文化の発展を目指して、明るい地域づくりができ

るように次の事業を行いました。 

 

１ 青少年育成に関する事業 

（１）あいさつ運動（６月・９月強調月間） 

   通年運動とし、特に６月を第５６回、９月を第５７回強調月間と位置付

け、通常の白色幟旗を黄色幟旗に交換し、各区の役員に協力いただき街頭

での啓発運動を展開しました。 

（２）地域と学校との連携懇談会の開催 ７月１４日(土) 参加者８７名 

朝陽小学校・三陽中学校・東部中学校・長野盲学校・信州大学附属中

学校・長野東高等学校  計６校参加 

（３）青少年健全育成推進大会の開催 １０月２１日(日)  参加者８６名 

 ・講演「生徒とともに全国を目指して」 

・講師 長野東高校 生徒指導主事・女子駅伝部監督 玉城 良二先生 

（４）第４０回朝陽地区健康マラソン大会 １１月３日(金) 選手２６７名 

  選手、役員、保護者合わせて約５００人の参加、地元野菜販売、長野東

高校吹奏楽部の演奏、女子駅伝部へ応援メッセージと募集、４０回の記念

イベントとしてお楽しみ抽選会を実施しました。 

（５）少年育成委員会による街頭巡回指導及び環境浄化活動 

     巡回指導：年８回実施 

 

２ 子ども育成に関する事業 

（１）サンライズ杯野球大会、朝陽育成会少年野球、朝陽少女ソフトボール 

クラブへの支援 

（２）第２６回朝陽地区綱引大会の開催 １月１２日（土）選手２２４名 

    優勝：低学年―桜ファイヤーズＢ 高学年―桜ファイヤーズＡ  

 

３ 文化芸術に関する事業 

（１）ふるさと朝陽を学ぶ会「歴史講演会」１１月７日（水）参加者７３名 

   講演「信州の直虎と土屋坊騒動」 

   講師 元信越放送アナウンサー 武田 徹先生 

（２）朝陽音頭の指導と普及 

   朝陽音頭保存会は、長野市甚句・音頭交流会への参加他、朝陽小学校  

運動会、朝陽地区敬老会で朝陽音頭の指導と普及に努めた。 



４ 人権啓発に関する事業 

（１）第２６回人権を考える住民集会の開催 ６月２３日(土)参加者１５２名 

・朝陽小学校児童による意見発表 

・講演 「ソーテサワサワ ～人間の価値はみな同じ～」 

・講師 飯綱町在住 小林フィデア先生 

（２）人権協議会構成団体役員研修会 １０月２７日（土）参加者５８名 

  ・ 講演 「共に生きる」 

    ・ 講師 上田染谷丘高等学校 非常勤講師 ウマル・ムニレ先生 

５ 学校環境整備に関する事業 

（１）朝陽小学校環境整備推進会総会 ４月２７日（金） 

 

〈公民館部会〉〈公民館部会〉〈公民館部会〉〈公民館部会〉    

        長野市朝陽地域公民館連絡会は、朝陽地区住民自治協議会の公民館部会と

して、学習・文化・芸能及びスポーツの活動を通じて地域の発展と地域住民

の交流を図り、もって地域社会の発展に寄与することを目的に、長野市立朝

陽公民館と共催して次の行事を行った。 

 

１ 文化・芸能活動 

（１）第５３回史跡巡り ７月７日（土）                  

「奈良井宿・満蒙開拓平和記念館・長岳寺をめぐる旅」を計画したが目的  

地周辺が豪雨災害の為中止した。 

（２）朝陽地区敬老会 ９月１５日（土） 市立朝陽公民館体育館 

   ７０歳以上の方を敬愛の心で長寿を祝った。  

参加敬老者９０名・来賓等７６名 合計１６６名 

（運営協力者：赤十字奉仕団 17 名・健康推進員 8名・交通安全協会 4名） 

（３）朝陽地区成人式 １月２日（水） 市立朝陽公民館体育館 

（平成１０年４月２日から平成１１年４月１日に生まれの方）  

   参加新成人５６名、来賓、役員等５２名 合計１０８名 

（運営協力者：赤十字奉仕団 2名・交通安全協会 5名） 

 

２ スポーツ活動 

（１）第５０回朝陽地区親善球技大会 ８月１９日（日） 

成人野球          ：長野東高校グラウンド 

成人女子バレーボール    ：長野東高校体育館 

グラウンドゴルフ・ペタンク  ：朝陽小学校グラウンド 

高学年ドッジボール     ：朝陽小学校体育館   

低学年ドッジボール     ：朝陽公民館体育館   

ゲートボール        ：南堀公園グラウンド  

参加選手・監督６５０名 来賓・役員等９１名 合計７４１名 



（運営協力者：スポーツ推進員・赤十字奉仕団・健康推進員・ニュースポー

ツ同好会・ゲートボール連盟・長寿会・育成会連絡協議会・朝陽公民館） 

（２）第４０回朝陽地区健康マラソン大会 １１月３日（土）  

   朝陽小学校グラウンド  【協力事業】 

 

３ 学習活動 

（１）役員研修会  

１月１９日（土） 朝陽支所２階集会室 

公民館部会主催の事業におけるリスク・懸念事項について研究を行った。 

（２）人権研修会等への参加 

６月２３日（土）開催の「第 26 回人権を考える住民集会」に参加した。 

（２）人権教育・啓発活動等への参加  

〈広報部〈広報部〈広報部〈広報部会会会会〉〉〉〉    

    広報紙「輝くあさひ」を年４回発行し、住自協の事業とその活動、８地区の 

話題、イベント、朝陽地区の新しい出来事などを積極的に取材しました。写真 

を豊富に取り入れるとともに、今年度の新しい試みとして「私も朝陽の住民で 

す！」欄を設け、親しめる紙面づくりに努めました。また、昨年度に引き続き 

事業者からの広告を掲載しました。 

               

 １ 輝くあさひ第４４号の発行 印刷部数 ６，１００部 

   発行日 平成３０年７月１日 

   主要記事 会長挨拶 各部事業計画 組織図 役員名 決算書 予算書 

 

 ２ 輝くあさひ第４５号の発行 印刷部数 ６，１００部 

   発行日 平成３０年１０月１日  

   主要記事 これからの朝陽の社会福祉活動 部会活動  

各地区行事・活動報告 親善球技大会 

 

 ３ 輝くあさひ第４６号の発行 印刷部数 ６，１００部 

   発行日 平成３１年１月１日 

   主要記事 会長新年挨拶 一支所一モデル事業 市長懇談会 敬老会  

 戦没者等追悼式 部会活動 各地区行事・活動報告  

健康マラソン大会 

 

 ４ 輝くあさひ第４７号の発行 印刷部数 ６，１００部 

   発行日 平成３１年３月３１日 

   主要記事 成人式 ３０年度会長総括および各部会活動報告 部会活動  

           各地区行事・活動報告 綱引大会 育成会クラブ活動報告 


