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令和二年夏の蓼科会諸行事の中止のお知らせ 

会長 板倉 敏和 

 令和二年が無事に明け、蓼科会の新年会

も盛会に終わってほっとしていたら、突然

私たちが経験したことのない厄災が降りか

かってきました。中国武漢発の新型コロナ

ウイルス､COVID-19 による疫病の世界的

蔓延です。これに比肩しうるのは､どうやら

ちょうど 100 年前の「スペイン風邪」のよ

うで、私たちが未経験なのは当然ですね。 

 非常事態宣言は解除されましたが、感染

の恐れがゼロになったわけではありません

し、スペイン風邪のごとく、一旦夏前に収ま

ったと思われたものの冷たい風が吹き始め

たとたんに再度第二波として猛威を振るっ

たという先例もあります。私どもとしては、

従って、警戒を緩めることなく、三密を避

け､可能な限り感染可能性のある機会を減

らしていく必要があると考えています。 

 以上のことを踏まえ、幹事の皆様と相談

した結果、幹事会を除き、今夏の蓼科会の

恒例行事は、すべて中止させていただくこ

とといたしました。楽しみにしていらっし

ゃった皆様には大変申し訳ありませんが、

まさに百年に一度の大災害に遭遇している

わけですので、ご理解下さいますよう、心よ

りお願い申し上げます。 

 総会では、役員の改選と、令和元年度の決

算が主な議題でしたが、役員については、全

員その任期を一年延長させていただき、来

年の総会において改選をご議論いただくこ

ととし、元年度の決算も来年の総会でご承

認をいただくこととしたいと思います。以

上のような取り扱いとすることを幹事の間

で意思統一させていただきました。最大限

感染機会を減らすため､会員の皆様にはご

理解、ご協力をお願いします。 

 なお、年会費につきましては、その多くを

会報の発行に充当しているところですので､

恐縮ながら､例年通りとさせていただきま

す。この点につきましてもご理解賜ります

よう、お願いします。 

 それにしましても、今回のコロナ禍は、地

球に君臨しているはずの人類の脆弱性と人

間の醜さを思い知らせてくれ、同時に、医療

従事者のごとく、人間の尊さも見せてくれ

ました。日本人にとっては、緊急事態に当た

っての対応の当否はともかく、我が国の法

制度が全く整っていないことが明らかにな

りました。諸外国は、厳しいロックダウンな

どをしなかった(できなかった)日本の被害

が結果として格段に少ないことに、初めは

そのうち爆発するに決まっているなどと半

信半疑でしたが、最近では、ようやく日本は

成功したようだと認めつつ、その理由探し

を始めています。日本人の特定の行動がウ

イルスの蔓延を防いだとなると､それが何

であるかを明らかにすることで広く世界に

貢献することができるのではと思います。 

 今回のウイルスは感染しても致死率とし
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てはかなり低いというのが専門家の見方の

ようです。これを不幸中の幸いなどと政治

家が言おうものなら直ちに弾劾されてしま

いますが、万一、かかったら最後、三人に一

人は死亡するというような強烈なウイスル

だったら、一体どうなっていたでしょうか。

考えるだけでも恐ろしいことです。しかし

これは単なる悪夢でなく、現実に起こりう

る悪夢です。今回のウイルスにしても､平均

値は低くとも高齢者には非常に危険なウイ

ルスです。まだ終わったわけではありませ

んが、今回の反省を踏まえて、次に生かす努

力が必要であることは論を待たないでしょ

う。 

 いずれにいたしましても、会員の皆様に

は、万全な感染防止に努められ、今年も健

康で、楽しく蓼科でお過ごしいただけます

よう、心よりお祈り申し上げます。

新入会者の紹介（2020） 

お名前 現住所 山荘所在地 入会の動機、趣味など 

大野 彬 首都圏 栗平 

入会の動機：相澤様のご紹介 

趣味：絵画制作（油彩画、水彩画）、天文学 

（天体観測）。アマチュア無線、音楽演奏

（クラリネット）、テニス、料理、園芸、

写真等 

 

 

 

１．幹事会開催通知 

日時：8 月 6 日（木）10 時から 

場所：銀のポスト 

議題： 

1 役員の一年留任について 

2 次年度の総会について 

3 時期会報(冬号）の充実について 

4 次回幹事会について 

5 その他

 

本年度会議等の開催 
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以下の諸行事は巻頭の会長からのお知らせにありますように、今年度は残念ながらす

べて中止といたします。 

1）テニス大会 

日時：8 月 8 日（土）10 時～15 時 

場所：東洋観光  

プール平テニスコ―ト 

２）バーベキュー大会 

日時：8 月 6 日(木) 17 時から 

場所：消防会館 駐車場 

３）午餐会 

日時：8 月 7 日（金）12 時から 

４）お蕎麦会 

日時：8 月 10 日（月）16 時～ 

  場所：消防会館 1 階 

５）お別れ会 

日時：8 月 18 日（火）14 時～ 

  場所：銀のポスト 

６）蓼科会旅行会 

蓼科会としての旅行会は中止

新年会の報告 

板倉 幸枝 

1 月 25 日（土）に、24 名の方が参加

され、恵比寿のメゾンプルミエールアッ

トロビンズで新年会をいたしました。 

 

 幸いお天気にも恵まれ、まず、東京と

は思えない見晴らしの気持ちの良いテラ

スで歓談。会食は板倉会長のご挨拶・乾

杯ではじまり、新入会員のかたに自己紹

介を、また、茅野在住の方からは蓼科の

近況を話していただきました。浅石様に

蓼科の写真をスライドで見せていただき

ながらお食事を楽しみ、会話も弾み和や

かなひと時を過ごしました。最後にテラ

スで写真を撮って、閉会しました。 

親 睦 会 
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蓼科 メジャーになった避暑地 

井川 良子 

記憶にある風景は小学校低学年のころです。 

当時は新宿から蒸気機関車の列車で、

茅野まで 6 時間以上はかかったでしょう。 

相模湖から先は、トンネルが続き油煙の

ために列車内は煙がいっぱいの風景が思

い出されます。 茅野からプール平まで

バスは狭い田舎道を約 1 時間かけて登っ

て行きました。 

 

最初は神田の同じ町会の幼馴染の家が

開いていた千代田山荘の貸し別荘で蓼科

の生活が始まりました。 

 

すぐに笹丸平に土地をみつけ昭和 34

年に家が出来て、現在に至っています。

田舎のない東京っ子に父が故郷を作って

くれたのです。 

 

高校生になるまで．蓼科に行くと言う

と友達に「どこそれ？」と言われて、今

とは違いました。大学生になってテレビ

などで紹介されて知られるようになり、

今ではいい所に別荘があってと言われる

ようになりました。 

 

プール平には．万葉堂といっきゅうが

あり何でも屋の魚久（ママ、魚徳？）・コ

ロッケを揚げていた三五十屋、我が家で

はイモッケと言っていました。 

のんびりとした時間が流れていました。 

会員からの寄稿 
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その後、銀座コック・ドール・ゴールデ

ン・フォークや四谷のボンジュールなど

が出来ました。 昭和 30 年代に背負い

カゴを背負ったおばちゃん二人組をご存

知ないですか？盆まえにいつも二人で来

ては．カゴの中は取れたてのキュウリや

南瓜が入っていて．時折 あんこ餅や大

福がありました。子供だった私にはおば

ちゃんに見えましたが 30 歳代だったか

もしれません」。「だらー」という方言を

覚えたのもにぎやかにおしゃべりする二

人からです。 

 

蓼科に通って 65 年 母のように１ヶ

月以上過ごすことはできませんが、節目

毎の思い出もいっぱいあります。 高齢

者になって子供の頃の記憶が愛おしくお

もい出されます。 

 

いつも．家を閉める時に 80 歳過ぎた

祖母が「来年は来られるかねぇ」と言っ

ていましたが．そんなお歳に私も近づい

たのですね。 

 

これからも、楽しく元気に犬達との蓼

科ライフが過ごせたらいいです。 

 

美しい蓼科がこれからも続きますよう

に。 私の故郷 バンザイ！
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スズメバチにご用心！  

                        石川  聖子  

 今年の蓼科会の新年会の私たちのテ

ーブルではスズメバチに刺された話で

盛り上がりました。                            

暖かになりスズメバチが活発に活動

する時期になると刺傷被害が新聞にも

取り上げられて社会の関心を高めてい

ます。危険生物の中で蜂による死者は

毎年 30 人から 40 人に上がり、熊や毒

蛇による死者の数を上回っているそう

です。  

2004 年の初夏のことでした。緑のさ

わやかな風が吹き抜け、麗らかな光が

降り注ぐ鹿山の散歩道で、フルスピー

ドの救急車とすれ違いました。この一

本道の先は我が家です。ベランダにい

た１歳半の孫がスズメバチに刺される

とは！秒を争って救急隊員の手で運び

出され、諏訪中央病院の適切な処置の

おかげで命の無事を確認できた時は一

度に緊張が解けて体が緩みました。  

この事があって以来、注意して家の

周囲を見回ると、陽当たりの良い戸袋

の中や軒下の人の来ないところに決ま

って営巣していました。初めは小さな

巣でも作り始めると働きバチが増えて

アッという間に大きくなることが分か

りました。その時はいつも大滝キャン

プ場のオーナーの中尾さんがマグナム

ジェットを噴霧し、2 本の補虫網を両

手に快刀乱麻の働きで駆除してくださ

り、翌日も「戻り蜂」がいないかと見

回ってくださり助かっていました。  

そのうち我が家の蜂もだんだん賢く

なり、壁の隙間やガス管に沿って羽目

板の中、高い天井と複雑に巣を作り拡

げるので、市役所からの紹介で薬品会

社の蜂捕り専門の捕獲者にお願いする

ようになりました。ベランダのスリッ

パの中、雑巾の下など注意をしていた

ものの、今度は私自身がひと夏に 2 回

も刺されることになるとは夢にも思い

ませんでした。  

 中央高速道の渋滞を抜けてやっと到

着したばかりの夕方、庭の伸び放題の

草が気になり通路だけでも刈りましょ

うと、植木ばさみでチョキチョキ気持

ちよく刈りながら、そろそろ家に入ろ

うと思った矢先のことでした。まさか

庭石の下の地下に営巣しているとは夢

にも思わず、不覚にも首と顔を 2 か所

刺され、視界が薄暗くなり、救急車を

呼ぶのもためらってはいたものの一瞬

アナフラシキーが脳裏に浮かび、自分

自身で SOS の電話をかけるのも初め

ての経験でした。道中、若い 3 人の救

急隊員の気遣いは大変なもので胸が苦
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しくないか、心臓は？脈拍、血圧、呼

吸に注意を払ってくださいました。医

師の適切な処置と点滴のおかげで、少

し意識が薄れはしたものの全身に出た

大きな赤い湿疹もすっかり消え去り、

真夜中にタクシーで帰宅となりました。

心配して病院へ一番に駆けつけてくだ

さった中尾さんと入口さんは街灯も一

晩中灯しておいてくださり、光は漆黒

の闇に輝き山道を照らしていました。

翌日にはドクターからエピペンの使用

法を習いビデオを見ながら重ねて練習

をいたしました。  

その 2 週間後は久しぶりの晴天とな

りました。来客用の寝具類を山の様に

洗濯し終わって浮き浮きとゴルフ練習

場に出かけたところ、空は一転にわか

に曇り雨が降り出し、急ぎ戻って干し

物を取り込みました。蜂が潜んでいな

いか一枚一枚丁寧に払いよく注意した

のですが、チクリ！アッと思った時に

は刺されていました。一匹の蜂が掛け

布団カバーの折り返しの縫い目に雨宿

りしていたのです。即、練習しておい

たエピペンをジーパンの上からブスリ

と注射して、そのまま愛車を繰って病

院でまたお世話になりました。おかげ

でアナフラキシー・ショックはそれほ

ど出ませんでしたが、刺された左の薬

指はフランクフルトソーセージの太さ

に腫れあがり、指輪が食い込んでどう

しても外れません。ドクター曰く、こ

のままでは指を切るか、指輪を切るか、

あなたはまだこれから生きるのだから

指がなかったら不便でしょうと、プラ

チナの結婚指輪は 1 回切つても外れず、

2 か所を切断してやっと外すことがで

きました。夫が天に召されてして 2 年

目のことでした。  

この年は蜂に刺された人が多く、お

年寄りの嘔吐や呻き声、子供の泣き声

など大部屋は賑やかでした。アナフラ

キシーは 12 時間後に再発する可能性

があるということで一晩入院すること

となった個室は窓の障子を開けると眼

前に緑の山並みが広がり景観もよく、

親切な看護婦さんの諏訪弁も独り身の

寂しさが紛れて、入院するなら「ここ

だ！」と秘かに心に決めたことでした。 

この体験から以下のことに注意してい

ます。  

・指輪、腕輪など身につけているも

のはすぐに外すこと  

・エピペンを常備  

・黒い衣服や黒髪は攻撃の的になる

ので避ける  

・巣は小さいうちに駆除する  

・「戻り蜂」に注意して黒い粘着マッ

トを置く  

・あらかじめ殺虫剤を営巣しそうな

雨戸や床下、天井裏に吹き付けて

おく



 

8 

スズメバチは軍機の様に一直線に飛

び、巣はマーブル模様の外皮のある球

状ですからすぐわかります。  

恐れられていますが、樹液をなめる

だけでなく農業害虫のイモムシなど食

べたり、他の害虫を餌にするので虫の

数を抑える役割もして、「人にとって良

い虫」の一面も持っているのです。  

身一つで何かにとりつかれたように

せっせと働いている勤勉なスズメバチ

を 10 メートルも飛ぶマグナムジェッ

トで一撃のもと全身に浴びせ、縮んだ

黄色と黒の縞模様のあまたの屍骸の嵩

を見ているとなにか哀れにも感じます。 

 今日の我が家では 6 人の孫も大きく

なったので、営巣のある窓は締め切っ

たままにして近づかないようにしてい

ます。  

 

非常事態宣言下での蓼科生活 

浅石 郁子 

例年は 3 月半ばには蓼科にきて春を楽

しむのですが、今年は 3 月末になってし

まい、既に新型コロナウィルスによる感

染が拡がって、非常事態宣言をいつ出そ

うかという時期でした。それでもここ、

蓼科ではまだ人々には気持ちにゆとりが

あるように見え、東京では品薄になって

いたトイレットペーパーや、ティッシュ

ペーパー、マスクもまだ何とか手に入れ

ることができる状態でした。 

しかし 4 月 4 日に諏訪保健所管内で 1

名がコロナウィルスに感染していること

が判明したとのニュースが流れたとたん

に、茅野市営の温泉が、その日の営業が

19 時で打ち切りになり、翌日からは臨時

休業になりました。それに合わせて湯川

の河童の湯も休館になりました。蓼科温

泉はまだこの時は営業していました。万

葉堂も営業していました。 
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感染者が 3 月 18 日から数日関西に行

っていたことから、感染者の多い都道府

県からの来訪者が嫌われ始めました。4

月 7 日に 7 都道府県に対して非常事態宣

言が発令されると「この 7 都道府県から

の長野県への越境を遠慮してほしい」、と

の要請が県知事からあり、それからは特

にこの傾向が顕著になりました。 

幸いその目にはあいませんでしたが、

茅野に新しくできたスーパー「ツルヤ」

の駐車場では地元ナンバーの人と県外ナ

ンバーの人との間でトラブルが発生し、

警察が出動するということがあったそう

です。この頃、佐久市内では他県の車が

傷つけられるというニュースが流れまし

た。それで、他県ナンバーの車だけれど

市内在住の人用に、「市内在住」である旨

の表示のプレートが作られたら、あちら

こちらから注文が殺到したというニュー

スもありました。また自分で「私は〇〇

市在住です」という張り紙を作って車に

表示している人を見たという話もありま

した。 

そのうち 4 月 16 日に緊急事態宣言が

全国に発令されると蓼科温泉も小斉の湯

も閉鎖され、万葉堂も 5 月 14 日まで休

業になりました。それと同時にビーナス

ラインの IC など、道路の要所要所に、

「観光はしないで」という趣旨の立て看

板が置かれ、北八ヶ岳ロープウエイも運

休、登山道や駐車場の入り口にはロープ

が張られ、山小屋も営業自粛となりまし

た。各旅館・ホテルも 5 月末まで休館に

なりました。 

食事処も大半が休業しましたが、蓼科

湖にある ITTOU は営業、同じく蓼科湖

のカレー屋ナタラジはテイクアウトもや

っていました。銀のポストは 7 月から営

業予定とか。 

非常事態宣言中は土日も連休中も県外

ナンバーの車が多少は見受けられました

が、いつもに比べれば大変少なく、皆さ

ん自粛されていると感じました。 

別荘にいらっしゃった方々も、来蓼し

てから 2 週間は自主的に蟄居。日常の買

い物もなるべく回数を少なくと、自粛生

活を守っている方々が大半でした。 

 いつも温泉に行くのですが、音無の湯

などやっているところはありましたが、

ほとんど閉鎖してしまったので、久しぶ

りに自宅の風呂場を片付けて入ることに

なりました。70 年ほどの蓼科生活で一ヶ

月以上も温泉に入らないなどということ

は初めてのことでした。せっかく温泉場

にいるのに温泉に入れないというのに違

和感がありました。 

 日常の買い物は JA のスーパーや自由

農園、ツルヤ、オギノヤなど、閉館時間

は早くなりましたが、いつもの通り品数
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も豊富で、不自由は感じませんでした。  

皆さんマスクを着け、店舗の入り口に

はアルコールが置かれて手指を消毒して

から入り、買い物が済んで出る時も消毒

をするのが習慣になっています。レジの

ところにはソーシャルディスタンスをと

るようにマークもついています。 

 同じ自粛生活なら、都会より、目を上

げれば緑もあり、山菜もあり、鳥や鹿や

リスなども見られる蓼科の方がどんなに

か気持ち良いことでしょう。 

山にこそ登りませんが、別荘内を散歩

していてもほとんど人に逢わず、のんび

りすることが出来ます。 

 

 

 

長野県の非常事態宣言が解除されたら、

蓼科温泉も小斉の湯も営業を再開しまし

た。しかし、蓼科温泉は利用するのにい

ろいろ条件が付きました。例えば県外か

ら来た場合、14 日間以上経っていること、

マスク着用のこと、ヘアドライヤーは使

用しないこと、脱衣所には長時間滞在し

ないこと、などなど。市営の各温泉はウ

イークデーのみの営業でした。 

 

今年は緊急事態宣言下、ずう―っと蓼

科にいたお蔭で春の雪景色から徐々に暖

かくなり、茅野市街から始まった桜の花

がだんだんに蓼科にやってきて、山々の

斜面も枯れ色からなんとなく芽が膨らん

で赤っぽくなり、やっと新芽が出たと思

ったらあっという間に新緑に染まるさま

を楽しむことが出来ました。また庭の蕨

や蕗などの山菜もいつもの年以上に楽し

むことが出来ました。 

アカゲラ  

シメ 

イカル 
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今後はどんな社会環境になるかわかり

ませんが、他人の迷惑にならぬよう気を

付けて暮らしたいと思っています。 

   

 

小西太郎さん おめでとうございます 

脇田 宏 

 平成 30 年夏号にご自身が制作された

鉄道ジオラマを紹介してくださった会

員の小西太郎さんが昨年第 42 回 TMS レ

イアウトコンペ A 部門で準佳作を受賞

されました。このことが「鉄道模型趣味

（TMS）」５月号に表紙と巻頭数ページに

わたり綺麗な写真とともに掲載されて

います。まことにおめでとうございます。 

 

 

 

 

脇田 紀久子 

昭和 10 年ごろから別荘地として開か

れた蓼科高原の住居表示は蓼科高原 1-

xx とか 3-xx といういたってシンプルな

ものでした。 昭和 30 年代後半に開発が

進みビーナスラインが通る頃には別荘地

が拡がり、これまでの地域は旧別荘と呼

ばれるようになりました。 

新型コロナの影響で自粛生活が続いて

いる今年、近場の散歩で旧別荘地の一部

を歩いてみたいと思います。 

旧別荘の散歩道 
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略図 

プール平の無芸荘から万葉堂の横を通

り、三五十屋さんを右折、ビーナスライ

ンを百メートルほど進むと、小津の散歩

道①の標識があります。 その右側はシ

ナリオライターの野田高梧氏の山荘「雲

呼荘」があったところです。 草庵茶室

の侘びを感じさせる柴の屋根のついた門

でした。 

 

ビーナスラインをそのまま進むと大カ

ーブの左側は広い空き地となっています

が、戦前から戦後にかけて近藤男爵の瀟

洒な洋館の山荘でした。その後電電公社

の寮となりましたが十数年前に空き地と

なってしまいました。 

カーブの右側には銀座で有名だった床

屋「銀巴里」のご主人が「蓼科銀巴里」

を長年営業しておられましたが、数年前

に閉店となっています。 残った建物か

らその面影が偲ばれます。 

その少し先の谷側には、戦前から諏訪

片倉製糸の片倉山荘がありました。 古

民家を移築したもので、小川には水車も

かかっていました。 その山荘が昭和 31

年に小津監督の山荘「無芸荘」となり、

野田高梧さんや松竹の俳優さんとお酒を

酌み交わしたり、一本桜方面に散策をし

たりと大いに高原暮らしを楽しまれたよ

うです。 平成 15 年に無芸荘はプール

平に移築され多くの映画ファンが訪れる

ようになりました。 

床屋さんの角のゴミステーション横を

通り、下り坂の道が蓼科湖まで続いてい

ます。ここは車も人もほとんど通らず、

鹿の群れに出会い、秋には栗拾いにも最

適の道です。ダラダラの下り坂を進むと 

 

三共 KK 蓼科寮の標識があります。左上

方に登り、三共寮の正面玄関を通り、
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ドーコ寮の前の森永別荘地付近には以前

「八方台」という景勝の地がありました。 

今でこそ木が茂って眺望はありませんが、

当時は八ヶ岳、南アルプス、中央アルプ

ス、霧ヶ峰を臨む見晴台で多くの人に愛

された絶好の散歩道でした。 迂回しな

がら元の散歩道のもんがく平第一配水池

のタンクまで戻ります。 

ずっと続く下り道が大きな右カーブに

出る頃、右に中央アルプスの眺望が広が

ります。 早朝の薄もやの中、雲海の上

に頭を出す中央アルプスはまるで日本画

を眺めるような優美さです。右カーブを 

 

下ると広々としたもんがく平別荘地です。

丁字路があり、そのどちらからでも良い

のですが、まず右に行ってみましょう。 

帰り道に反対側の林の中の道を通ると良

いかと思います。 下りが少し急になり、

新しくできた別荘が次々に現れます。 

カッコー、ウグイスをはじめ多くの小鳥

のさえずりが美しいところです。 正面

に南アルプス甲斐駒ケ岳が優雅な姿を見

せると、左には八ヶ岳が堂々とした姿を

現します。 山並みを左手に見ながら進

 

むと四阿屋が右手にあります。 その横

の急な道を一気に蓼科湖へと下ります。 

蓼科湖から正面に蓼科山を見上げ、川ぞ

いの散策路経由で湖を回ったり、彫刻公

園を歩くのも良いでしょう。行きは下り

一方でしたが、帰りは元来た道を登って

戻ります。登りが嫌な方はビーナスライ

ンをプール平までバスで戻ることも出来

ます。 

 

帰途もんがく平別荘地で右に八ヶ岳を

望みながら、中央の丁字路を右手にとっ

て、行きとは別の林の道で戻ると登りが

楽です。この辺りは秋に栗がたくさん拾

えます。 

このコースは約 1 万 2000 歩、2 時間

弱のコースです。 
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 今年は､地元懇談会を中止しましたが、北山駐在所から、次のようなお願

いがありました。 

１ 別荘の管理について 

 別荘荒らし等を防止するため戸締まり

をしっかりして欲しい。久しぶりに別荘

に来たときには、直ちに鍵を開けてはい

るのではなく、建物の周りを一周して､前

回閉めたときと様子が変わっていないこ

とを確認すること。破られた後など異常

が見つかったときは、そのまま家に入ら

ず、必ず警察に通報して欲しい。泥棒な

どが住み着いている可能性がないとはい

えず、突然鉢合わせすると暴力行為に及

ぶ可能性もある。 

 別荘を閉めて本宅に帰る場合にも、建

物の周りを一周して戸締まり等をよく確 

 

かめること。また、燃えやすいものなど 

を外周周りに放置しないよう注意が必要。 

 なお、北山に関しては別荘荒らしの通

報は、最近はないとのことでした。 

２ コロナウイルス関連の特殊詐欺への

警戒 

 これは別荘居住者に限ったことではあ

りませんが、コロナウイルスの蔓延に伴

う緊急事態で特別給付金など各種の支援

が行われるなかで、これに便乗した特殊

詐欺が発生しているので､充分注意して

欲しい。中にはマスクなどを勝手に送り

つけてきて、その料金を請求したりする

事件も起こっている。

 

北山駐在所からのお願い 

2020（令和 2）年冬号の会報についてのお願い  

 

冬号は親睦会の行事報告が主な内容になっております。しかし 2020 年度は親

睦会の行事が全て中止されたため報告がありません。次号の会報は皆様から原稿

をお寄せいただき、充実させたいと願っております。どうぞよろしくお願い申し

上げます。 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

令和２（2020）年度会費納入のお願い  

同封の振替用紙で納入のほど、よろしくお願いいたします。  

会 費：2000 円 

納入先：郵便振替 00120 - 5 - 133236 
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