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【不 定期発 行】
この度 、組 合員の 皆様 方に 青年部 の活 動をご 理解頂 きた いと いう思 いか ら、 青年部 通信 を発行 さ
せ ていた だく 事とな りま した 。不定 期刊 行とな ります が、 是非 ご覧い ただ きま すよう 、広 報委員 会
一 同心よ りお 願いを 申し 上げ ます。
【 平成 24年度 新役 員】
平成 24年6月 9日 に行わ れま した 平成23年度定 時総 会にお きま し
て、 新役員 が選 出され まし た。
本年 度は石 橋部 長(大和支 部)を 筆頭に 、8支部 16名の 役員 にて
運営 してま いり ます。
役員 のご紹 介は ホーム ペー ジを ご覧下 さい。
http://www.kensui.or.jp/seinenbu/index.html
組合 本部ホ ーム ペー ジから もリ ンクし てい ます
＜ 下記の ボラ ンテ ィア、 その 他事業 につ きま しても ホーム ペー ジで紹 介し てい ます＞
【 ボラン ティ ア活動 】
青年部 では 昨年の 東日 本大 震災発 生に 伴い、 昨年5月 と9月に ボラン ティ ア活 動を実 施し ました 。

平 成23年 5月21日 ～22日 福 島県 新地町
当 日は現 地雨 天のた め作 業は 中止と なっ てしま
い ました が、 ボラン ティ アセ ンター 様か らの薦
め で現地 を視 察させ てい ただ きまし た。

平 成23年9月17日～ 18日 宮城 県女川 町
鳴 き砂 の海 岸再生 のた め片 付を実 施し ました 。
当 日は 30度 を超す 暑さ の中 、部員 は黙 々と作 業
を 行い まし た。

本年 度は 9月 7日 ～8日に 福島 県南相 馬市 へ21名 にて ボラ ンティ ア活 動に行 って まいり ます 。
この 作業 内容に つき まし ては、 次号 青年部 通信で 詳し くご 紹介さ せて いた だきま す。
【 支部活 動報 告】
（ 平塚支 部）

6月15日～17日
7月28日
（ 伊勢原 支部 ）6月17日～18日
（ 西湘支 部） 7月28日
（ 厚木支 部） 8月4日
（ 各支部 ）
7月～ 8月
（ ７支部 ）
年4回

大 磯なぎ さの 祭典

研修親 睦旅 行実施 （長 崎）
組合員 を対 象とし たデ ィズ ニーラ ンド 観光バ スツ アーを 実施
研修親 睦旅 行実施 （福 岡）
大磯な ぎさ の祭典 にて 水道 ＰＲ活 動及 びペッ トボ トル配 布を 実施
鮎まつ りに て活動 ポス ター 掲示や 出店 を実施
管路パ トロ ール、 夏期 水圧 測定、 防災 訓練を 各支 部にて 実施
チャリ ティ ゴルフ を開 催し て義援 金を 被災地 へ送 ってい ます

東京 ディズ ニー ラン ド

チャ リテ ィゴル フ

各支部 青年 部の活 動報 告は 、今後 充実 させて まいり ます 。皆 様の支 部青 年部 の活動 を是 非ご覧
いただ き、 ご理解 ご協 力賜 ります よう よろし くお願 い申 し上 げます 。

