
平成2 5年度　下妻母親クラブ事業報告

1.総会

実施日時　　4月25日

場所　　　　下妻公民館　学習室

2.役員会

実施日時　　9月5日､ 3月13日

場所　　　リフレこかい　プレイルーム･和室

3.研修会

①茨城県地域連絡協諌会　総会

実施日時　6月7日

場所　　　大曽根児童館｢なかよし館｣

②平成25年度　研修会

実施日時　11月15日

場所　　　大曽根児童館｢なかよし館｣

③茨城県地域活動連絡協議会　会長研修会

実施日時　2月7日

場所　　　大曽根児童館｢なかよし館｣

4.その他事業

①水辺｢せせらぎ｣清掃

実施日時　8月8日･22日･29日

場所　　　やすらぎの里内｢せせらぎ｣

②子供を防犯から守る　公演の安全点検

実施日時　9月19日

場所　　　砂沼広域公園

③子育てひろば連絡会

実施日時　3月26日

場所　　　社会福祉協

その他､各クラブ通常の活動がありました｡
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平成25年度　下妻母親クラブ収支決算報告書

【収入の 兀H�ｨ*ﾒ�単位:円 鋳�

科目 ��予算境 佇亥ｨｧ｢�比較増減 ���k��

繰越金 �� 田�繝3b�61.636 ���前年度繰越金 

年会費 唳]ｸﾊ��代 ����ﾃ����103,420 �2紊#�� 

助成金 �� ��#b�����126.000 ���下妻市社会福祉事務所 

寄付金 �� 都R�����85.000 ���ﾃ����下妻市社会福祉協捷会､図書館 

銀行利 ��r� ���30 �3�� 

雑収入 �� ���1 ��� 

収 �?ﾈﾘr�計 �3c"緜3b�376.087 ��2紊S�� 

【支出の部】く単位:円 �) 

科目 剽¥算額 佇亥ｩ~B�比較増減 ���k��

年会費 �12.000 ��"�����0 ���侈y&闔hｨ�:驗�xﾘｺhｶ8橙�

保険代 �22.200 �#"�#���0 �&闔hｨ�:饐ｸﾊ�-ﾘ.x*(��?ﾂ�

事務費 �1,000 ���-1.000 ��

通信費 �2.000 �"�����0 ��

消耗品.傭 傴ｲ鞴yN��8,000 ���-8.000 ��

会議費一旅費 �4,000 澱緜���2.600 冩�T�檍ﾆ���

予備費 �15.436 ���-15,436 ��

ボランティア謝礼 �3.000 ���-3,000 ��

親子集り �50.000 ���-50.000 ��

小計 �117.636 鼎"繝���-74.836 ��

ゆりかごクラブ 運
講師謝礼 �3R�����27.000 蔦ゅ���� 

活動材料費 ��"�����ll.518 蔦C�"�工作等 

通信費 �2�����3.000 ���通信｣ 

小計l 鉄�����ﾂ�41.51引 蔦ゅC�"�

###礼 田�ﾃ����56,000 蔦B�����リトミック.英請.親子体操.大衆演劇 

活動材料費 ���R�����143,278 �3づ#s��工作等 

通信費 澱�����6.000 ���通信 

小計I ��s�������205.278r �3B�#s��

運
活動材料費 免ﾂﾃ����9,905 蔦�ﾃ�迭� 

通信亜 �2�����3.000 ��� 

小計l ��B������12.90引 �ｨ爾��迭�

運
活動材料費 途�����7,000 ��� 

通信圭 �2�����3.000 ��� 

小計暮 ���ﾃ���ﾂ�10.0001 ���

収入合計　-　支出合計　-　　残高

376,087　-　312,501 -　63,586

残金63,586円は次年度の繰越金とさせていただきます｡

平成26年3月31日　報告

会計　小菅　陽子　黒川　久美子
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平成2 6年度　下妻母親クラブ事業計画(秦)

1.総会

実施日時　　4月22日

場所　　　　下妻公民館　学習室

2.役員会

実施日時　　9月､ 3月

場所　　　　未定

3.親子まつり

実施日時　　8月

場所　　　　リフレこかい

4.研修会

①茨城県地域連絡協諌会　総会

実施日時　6月

②平成26年度　研修会

実施日時　未定

場所　　　大曽根児童館｢なかよし館｣

場所　　　大曽根児童館｢なかよし館｣

5.その他事業

①水辺｢せせらぎ｣清掃

実施日時　8月隔週

場所　　　やすらぎの里内｢せせらぎ｣

②子供を防犯から守る　公演の安全点検

実施日時　9月

場所　　　未定

③子育てひろば連絡会

実施日時　未定

場所　　　社会福祉協議会

その他､各クラブ通常の活動があります｡



平成26年度下妻母親クラブ収支予算書(莱)

【収入の部】(単位:円) 

科目 冰ﾈ螽ｧ｢�挽明 

繰越金 田2ﾃSッ�前年度より 

年会費.保険代 ���������1租1,000円～(子供1人につき7ラス500円)×60租保隈代天人190円子 供180円×60租 

助成金 ��#b����� 

寄付金 都Rﾃ���� 

364.586 ��

【支出の部】(単位:円) 

科目 冰ﾈ蟀5��醗明 

年会費 ��"�����茨城県地域活動連絡協紘会年会費 

保険代 �#"ﾃ#���地域活動保険みらい加入 

事務糞 ������� 

通倍費 �"�����切手､通借 

消耗品.備品.雑費 迭�����春海､文具､用紙など 

会議費.交通費 途�����地域活動連絡協紘会総会等参加費 

予備糞 迭�3ッ� 

ボランティア謝礼 �2����� 

親子まつり 鉄������ 

小計 ���r經ッ� 

ゆりかごクラブ運営費 醗酵謝礼 活動材料費 遺借費 小計 �3Rﾃ�����"ﾃ����2�����S������ベビーマッサージ､搬乳食耕､親子体操､童課など 

切手､通借 

ちょうちょうクラブ運営費 講師謝礼 田������親子体操､リトミック､英括､人形劇､食青など 

活動材料費 ��#�ﾃ����工作材料､お菓子作り等材料､クリスマス会､お別れ会等 

通借費 小計 迭ﾃ�����コ�����切手､連借 

ことりクラブ運営費 活動材料費 ��������工作材料､お菓子作り等材料等 

通借費 小計 �"ﾃ�����"ﾃ����切手､通借 

あおむしクラブ運営兼 活動材料費 唐ﾃ����ボ連協会費.作品制作材料費 

通借費 小計 �"������������切手､通借 

364,586 ��･口. 

平成26年　　月　　日　索敵

【付帯条件】

(1)予算の補正

(2)予算の流用

予算の補正は役員会が決める｡

予算の流用は役鼻会が決める｡



嵩;償建者名前…;≡; ��巨;言三庵地雷 仍�ｶy�)�YT�l｢� 仍��x�#ｶ�� �6ゅｨﾜ�&��直…妻; �� ��� �� �� �� �� 佝(蓼蓼ﾋ�� �� �� 

1 假�ｯ�蓼釐�����+r�天真 剄ﾟ 剌@道 劔 ����ﾓ��#ふ#Cッ�

26卓彦砂EJblごクラブ投点者膚
=提鮭蕃名前‥: �� ��ド �� �� �� 倚��#ﾓﾒ� �� �� �� �� 仭�7HｦXｧ�ｲ� �� �� 亢��#ｲ� ��巨ぎ;地底㍗ 仍�蓼�H�｢ﾓ｣ｴ道MX�2� �� ��

1 劔劔仆IgｹOﾈﾘ��劔劍檠+r�劔劔劔真那 劔劔女 劔囘ﾈ��Oﾂ�090-5496-0900 

2 劔劔��陂倆(���劔劔Yｸ檠+r陞�b�劔劔劔結衣 劔劔女 劔俘);��2�090-7801-9099 

26卓彦ちょラろよきクラブ投点者膚
- �� �� �� �� �� �� ��悪B� �� �� �� �� �� 侈�� �� �� ��巨蛙知音i 仍��;妻地虐; �� �� 竸�� �� �� �� �� �� �� �� �� 

-'ELi, 逃ﾉ?�� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �.◆;fll二 劔劔劔劔劔�- 

1 劔劔倡9�ｩvﾘ悗�劔劔��+r�劔劔劔剋∫ｰ 劔劔劍��大宝 劔�090-4752-1626 

2 劔劔俑ｩgｹ_ﾈ���劔劔兀ｸ檠+r�劔劔劔剌沐� 劔劔劍��宗道 劔�090-9390-5276 

3 劔劔�,ｹ69yﾘﾆ"�劔劔��b�劔劔劔剽遠ﾞ 劔劔劍��上妻 劔�090-4135-6824 

4 劔劔仆Igｸ楮���劔劔��b�劔劔劔剽E太 劔劔劍ﾝ��下妻 劔�090-3136-1064 

ガ年度こt EJクラブ投貞卓彦
''二強者義歯 �� �� 白� �� �� ��痩地: �� �� �� ��巨 �� 冑ｹ�ﾙ��ｧ�� �� �� �� ��健如; ��I �� ��..●妻■鮎 �� �� 白� �� �� �� �� 儁YJ�� �� �� �� �� 

1 劔劔剋��O枝子 劔劔刮�ｷ.会計 劔劔劔剪�劔劔 劔做�;��劔劔090-1128-2486 

ガ年度諺おむLクラブ扱者卓彦
三三鑑識;巻名前; �� ��1 �� ��美感鹿㌍; �� �� �?�ｦﾈ�H蕀&�.｣ｨﾙ��巨詰;;i;;轍嵩 

1 劔劔剩註ﾎ裕子 劔劍檠+r陞�b�劔�� ��I;������ﾓc�#蔦�SsR�

2 劔劔剏I原寿美恵 劔劔Yｸ檠+r陞�b�劔�� �ｨﾜ������ﾓ�C3�ﾓ�S3��

･tf.I_　薦　　　　　　　　　　讐　　　　　　纂半



茨城県地域活動連絡協議会　下妻母親クラブ　規約

(名称)

第1条　本クラブは下妻母親クラブと称する｡

2.本クラブは以下の各クラブで構成される

幼児クラブ(ちょうちょうクラブ)･乳児クラブ(ゆりかごクラブ)･卒業児

クラブ(ことりクラブ) ･パネルシアタークラブ(あおむしクラブ)

(目的)

第2条　本クラブは児童の健全育成に寄与することを目的とする｡

(事業)

第3条　本クラブは前条の目的を達成するため､次の活動を行う｡

①　親子及び世代間の交流･文化活動

②　児童養育に関する研修活動

③　児童の事故防止のための活動

④　その他　児童福祉の向上に寄与する活動

⑤　地域の交流

(会員)

第4条　本クラブの会員は市内在住の児童健全育成に関心のある者で組織する｡

2.ちょうちょうクラブの会員は市内在住の0歳から未就園児の親子で組織する｡

3.ゆりかごクラブは0ケ月から1 2ケ月の親子で組織する｡

4.あおむしクラブはパネルシアターを通してボランティアに関心のある母親で組

織する｡

5.ことりクラブはちょうちょうクラブを卒業し､小学校入学するまでの園児の親

子で組織する｡

(役員)

第5条　当クラブに次の役員を置く｡

(D　母親クラブ会長1名

②　各クラブ会長1名

③　各クラブ副会長1-2名

④　各クラブ会計1名

(役員の任期)

第6粂　役員の任期は､ 1年とする｡ただし､再任を妨げない｡

(総会)

第7粂　総会は年1回開催する｡

2.総会は次の事項を議決する｡

①　事業計画に関すること｡

②　予算及び決算に関すること｡

③　規約の改正に関すること｡

④　その他､本クラブに関する重要な事項｡



(役員会)

第8条　役員会は会長､副会長及び会計をもって構成する｡

4.

役員会は会長が召集し随時開催する｡

役員会は､次の事項を決定する｡

①事業の計画及び運営に関することo

②　総会に提出する議案の審蝕に関すること｡

③　その他､役員会において必要と認める事項｡

役員会の鼓長は､会長がこれにあたる｡

(論決)

第9条　総会及び役員会の議事は出席者の過半数の同意を持って決し､可否同数の時に

は会長の決するところによるo

(会計)

第1 0条　本クラブの経費は､会費､補助金､寄付金及びその他の収入をもってあてる｡

2.　会費の額は総会において定める｡

(会計年度)

第1 1条　本クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり､翌年の3月31日に終わる｡

(規約の改正)

第1 2条　この規約の改正は､総会において出席者の3分の2以上の同意を必要とする｡

(禁止事項)

第13粂　　本クラブは宗教活動を禁止する｡

付則　この規約は平成18年4月1日から施行する｡

付則　この規約は平成19年4月1日から施行する｡

付則　この規約は平成21年4月1日から施行する｡

付則　この規約は平成22年4月1日から施行するo

付則　この規約は平成23年4月1日から施行する｡

タ,1 ､



児童健全育成の地域組繊

母親クラブeご案内

母親クラブとは?

*母親クラブは､子ども達の健全な育成を願って自分達の力で地域社会に根ざした

ボランティア活動を実践してい<会です｡

*お母さんだけでなく､お父さん､お兄さん､お姉さんも入会できます｡

*母親クラブの会員は30人程度が適当で､集まりが簡単にできる範囲の地域が
-つの単位クラブとなりますC,

*会員みんなの協議で年間活動を決め､全員で役割を分担して､選出されたリータ
-のもとに､自主的に運営します｡

*活動にあたっては､各地域の児童館と連絡体制を取ります｡

*お互いの親睦を図りながら､子育てや日常生活の問題など身近なことから気軽に

話し合い､みんなで考えますo足りない点を補い合い､一人では解決できないこ

となどもみんなで協力して､楽しく子ども達のための活動を進めていきます｡

*こうした母親の組織は､昭和の初めから各地で誕生しましたが､公的に母親クラ

ブが提唱されたのは昭和23年のこと｡以後､急速に組織を拡大､昭和49年に

は全国母親クラブ連結協議会が結成されました｡ (平成14年4月1日から､全

国地域活動連絡協議会に名称変更されましたo )

脚機軸鮮

1､

2､

3､

4､

5､

母親クラブの5本の柱

親子及び世帯間の交流･文化活動

児童養育に関する研修活動

児童の事故防止のための活動

児童館の日曜等会館活動

その他　児童福祉の向上に寄与する活動

l I



母親クラブ組織図

全国地域活動連絡協議会

厚生労働省 

㈲こども未来財団 

㈱全国児童館連合会 

各都道府県 

市の関係行政機関 

㈲児童健全育成推進財団 

児童厚生施投 

北海道･東北

ブロック

関東･甲信越

ブロック

r~''~H‥~''`~‥-‥

東海･近畿･北陸

ブロック

中国･四国

ブロック

茨城県地域活動連絡協謙会

平成25年度　40団体

I

II二II

各単位母親クラブ

茨城県
保健福祉部

少子化対策室

各市町村の
関係行政機関

■　l l
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◎下妻母親クラブってなあに?
地域の子供たちの健全育成を目的として､旦挺≡杢壁金轡･運掌耳重量垂三重豊

クラブです｡

◎各クラブ寮内

◎下妻母親クラブの運営費
本年度補助金126,000円(予定)　+　会費収入1,000円/親子1組

500円/大人のみの場合

国･県･市からの補助金および各会員からの会費収入を運営費とし､これを下妻

母親クラブの各クラブの活動および企画でっかいます｡

◎会費と保険料
〔会　費〕親子1組　　　　1,000円(子供2人の場合1,500円)

大人のみの場合　　500円(あおむしクラブのみ入会の場合)

〔保険料〕　大人1人　　　　　190円

子供1人　　　　　180円

*退会した場合､保険料の返金は致しませんので､あらかじめご了承下さい｡

活動費

各クラブで活動内容により実費が伴う場合がありますので､ご了承下さい｡

♪ ♪下妻母親クラブでは入会を随時会員募集中です｡是非､見学に来てみてください　♪ ♪



ゆりかごクラブ

対象年齢　0-1歳児

活動日　　毎週木曜日

時間　　　10:30-ll :30

場所　　　下妻公民館･リフレこかい

生まれてから1歳までの赤ちゃんとお母さんのクラブです｡

この1年は子供の成長が大きく､とても楽しい時期です｡

そして､育児の悩み･心配事などもたくさん出てきます｡

同じ年頃の赤ちゃんを持つお母さんたちとおしゃべりしながらストレス解消したり､貴重な赤ちゃん

の時期を楽しく過ごせたらと患います｡

また､活動でやりたいことがあれば意見を出し合って､みんなで楽しいクラブにしていきたいと思

います｡

特別な活動内容(予定-変更あり)

5月　　手形ぺったん･室内あそぴ

6月　　ベビーマッサージ･室内あそぴ

7月　　おもちゃ作り･室内あそぴ

9月　　ベビーサイン･室内あそぴ

1 0月　　スクラップブッキング講座･室内あそぴ

1 1月　　ヘアカット講座･室内あそぴ

1 2月　　クリスマス会･室内あそぴ

1月　　わらべうた･室内あそぴ

2月　　季節のフルーツを食べよう･室内あそぴ

3月　　お別れ会･室内あそぴ

*お約束*

1みんなで仲良く活動し善しょう

2　かたづけはみんなでしましょう

3　お菓子は蕪止です｡ミルク･お茶は各自で持ってきましょう(ジュース不可)

4　遅刻しないようにしましょう

(活動の途中から参加すると子どもが場所や雰囲気に馴染めないことがあります)

5　欠席の時は連絡しましょう

連絡先　橋本　美香 nkyskys@ezweb. ne. j

*お知らせ*

このクラブはちょうちょうクラブと連携して活動します｡特別な活動以外はちょうちょうクラブ

と合同または別室での室内遊びになります｡
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親子でのんびり､楽しく､育児に役立つ研修･趣味の講座などを学び･仲間同士で

自分の子どものことや､生活環境などおしゃべりしながら､子育てのネットワークを

広げてみませんか?

他の子どもやお母さんたらと触れ合うことによって育児などの悩みを解消したり･

ストレス発散の場になればと思っています｡

★対　象:就薗前の幼児と母親･子育て支援に興味のある方

★活動日時:毎週木曜日10:30-ll :30

★活動場所:主にリプレこかい･下妻公民館　など

◆◆ちょうちょうクラブのお約束◆◆

1開始時間(1 0 : 30)の5分前には､集合しましょう｡遅刻をすると子供

たちがかわいそうです｡

2　欠席の時は､会長または副会長に連絡しましょう｡

3　協力し合って､楽しく活動しましょう｡

4　子供たらから目を離さないようにしましょう｡お母さんたちが話し合いを

している時も､子供たちには誰か大人がついていて下さいね｡

5　そうじなど後片付けは､全員でしましょう｡

6リトミック･頼子体操などの講師の先生に､失礼の無いようにしましょう｡

7　あいさつは､コミュニケーションの第一歩です｡元気にあいさつ､気持ちよく!

8　活動時間内では基本的におやつ､食事はだペられません｡飲み物は･お水かお茶を持参

し､こぼさないよう注意して飲んでください｡

ただし､お弁当持参などの活動を除きます｡

◆◆ちょうちょうクラブ役員名簿◆◆

会　長:市村　洋果

副会長:根本　朋子

会　計:橋本　雅子･塚田　理恵

join-chouchou-sh i motsu ma.WLfo@ml ･freeml ･com
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平成26年度ちょうちょうクラブ予定表

月 �?｢�曜日 乖�:�>�vR�場所 

5月 唐�木 俾侘���樞�リプレこかい 
15 冦��公園遊び �7(4�5�7��ｸ4��

22 冦��リトミック(須藤先生) �8ｨ7H8ﾈ+�*�*"�

ささ 冦��お休み ��

6月 迭�木 佰h��uh-�*ﾘ+X.(-ｸ/�ｼ｢��リフレこかい公園 
12 冦��親子遊び(服部先生) ��

19 冦��電車でお出かけ(前半グループ) ��

26 冦��電車でお出かけ(後半グループ) ��

7月 �2�木 儘萎ﾂ壱Yuｲ�� 
10 冦��図書館に行こう 倡9zy�ﾘ��ｭ��

17 冦��水遊び水辺清掃 �8ｨ7H8ﾈ+�*�*"�

25 冦��水遊び水辺清掃 �8ｨ7H8ﾈ+�*�*"�

9月 釘�木 �*以ｸ橙�5hﾏ8,�.h.��Yuh-��� 
ll 冦��おじいちゃん.おばあちゃんと遊ぼう(劇鑑賞) ��y�9�ﾈﾏij�忠uﾉ.ｒ�

18 冦��公園遊び防犯公園点検 ��

25 冦��食育 ��

10月 �"�木 佰h��uh-�� 

9 冦��工作(運動会の準備) ��

16 冦��運動会 倡9zy�ﾈ支ｭ忠uﾉ.ｒ�

23 冦��工作(ハロウイン) ��

30 冦��お休み ��

11月 澱�木 ��X��uh-�浦餾I�i�b�� 
13 冦��英語で遊ぼう ��

20 冦��歯医者さんに聞いてみよう(小児一矯正歯科) ��

27 冦��お結会 ��

12月 釘�木 �*烏�ｾ�� ll 冦��工作(クリスマス) ��

18 冦��クリスマス会 ��

1月 唐�木 �*烏�ｾ�駮�什�偬�� 
15 冦��リトミック ��

22 冦��お話会 ��

29 冦��工作(豆まき) ��

2月 迭�木 們��(,Yuh-ｨ*B� 
12 冦��食育 ��

19 冦��図書館に行こう 倡9zy�ﾘ��ｭ��

26 冦��イチゴ狩り ��

3月 迭�木 �*噂ｨ.ｨ檍訷ﾆ�� 
12 冦��役員引き継ぎ ��



ことりクラブ 華･一一-

母親クラブ卒業組のみんな集まれ!

母親クラブで楽しい時間を一緒に過ごした仲間たち｡

幼稚園や保育園-の入園などで母親クラブを卒業して､それぞれの生活が始まり､みんなで顔を合

わせる機会が少なくなってしまうのが実情かと思いますo

そんなお友達との再会の場として､楽しく活動していきます｡

対象年齢:年長さんまで(活動内容を考慮し設定させていただきました｡ご了承ください｡ )

活動日　:金曜日(月1-2回)

時　間:16:00-17:00

場　所:リフレこかい･下妻公民館･下妻市内公園等

*活動内容*

終園後､室内にて季節に応じた工作や､身体を使った遊びをメインに活動していきます｡

夏休み冬休みなどの長期休暇は､公園遊びやピクニックなどを予定しています｡

*お約束*

1協力し合って楽しく活動しましょう｡

2　事故･ケガのないように､大人の方は目を離さないようにお願いします｡

3　そうじ･後片付けは､みんなで協力し合いましょう｡

4　制服のある幼稚園は､私服に着替えてから参加してください｡

5　活動時間内は､基本的におやつ･食事は無しとします｡

水分補給は十分に行ってください｡

6　さよならの時間は守りましょう｡

7　欠席の時は､連絡をお願いします｡

連絡先:酒寄　三枝子　　miekosakayori@gmail. com

･】　､
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あ　おむしクラブ

私たちあおむしクラブはちょうちょうクラブが発足して1年後､子供たちに｢パネルシアターを

楽しんでもらいたい｣という母親たちが集まり出来たクラブです｡全くの素人ですが､作り方や

演じ方を勉強し､がんばっています｡

*　メンバー*

13名　　会長　　　:白石裕子

副会長･会計:栗原寿美恵

*　活動日･場所*

隔週木曜日の13時～15時くらい･下妻公民館

《平成26年度　あおむしクラブ　事業計画(秦) 》

ちょうちょクラブお話会公演

12月　母親クラブクリスマス会公演

3月　母親クラブお別れ会公演

*その他､製作･練習の活動日があります｡

拍措:] '･:;･･ ･i.fi



※お漁かりした個人情報は､クラブ活動以外の利用をいたしません｡

26年度下妻母親クラブ入会申込書

入会希望クラブ (0をつけてください) �.H.�*�+(+�.X*H+�.X*H+�,h.�*�*�-�+R�

(フリガナ) ��俚x辷*h,�*�.ｨ,頽�冰ﾉ.��

氏名 劔D霾��

(フリガナ) 子ども名 ��誕生日 僖霾�?｢�性 別 ��

(フリガナ) 子ども名 ��誕生日 僖霾�?｢�性 刺 ��

(フリガナ) 子ども名 ��誕生日 僖霾�?｢�性 刺 ��

住所 

下妻市 

連絡先.X.樹号はなるべく携帯電書舌の番号を臥してください.Eメールアドレスを記入の方は連絡網を次の方に廻す手間がはぶけます○ 

TELEメールアルス 

-I-I-1-I-ll-I-.-

控え　　　　様

発行日26年　月　　日

領収額
会費100α1500招000

扱者サイン

様

※ゆLJかごクラブ入金希望者　等重さ4!

ちょうちょうクラブ入会希望青　緑打-A

※　ことりクラブ入金希望者は

控え　　　　様

発行日26年　月　　日

領収額

保険料37α55α730

扱者サイン

樵

26年　　月　　　日

保険料として､下記正に領収いたしました

金　　　　　　円

漕寄さん

※あおむしクラブ入金希望者は　　白石さん

m i ekosakayo ri @pa i Lco m

chakoin-2001.02.1 5bzweb.ne

米印に入会希生者は.件名に入会希豊と取入し.本文に自分の名前･子供の名前を散人し送膚してください｡

dlE一才




