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ドキドキで好きになる！

中元福引
総額１８０ 万円の
お買い物券がアタル！
４つの商店街でとことんお買い物を楽しん
で商品券をゲットしよう。

熱さで好きになる！
第三十七回

七月十日 土(）～十一日 日(）
午前十時より
氷川神社境内にて
宮元青年会会長 内藤 敦之

楽しいから好きになる！

七夕まつり ＆縁日
池袋本町中央通り商店会

〈縁日の内容〉

★ラムネ（２本）
★かき氷

★フレッシュジュース
現
(金２００円及び
チケット１枚＋５０円 )

★生ビール

＊ポップコーン（無料）

＊読売新聞西池袋販売所による、
ジャイアンツ・ダーツゲーム（現金）

ワクワクで好きになる！
第四十一回

東原正人

納涼盆踊り大会
末廣町会会長

７月 日（金）
７月 日（土）
７月 日（日）
池袋本町公園 にて

夏越しの大祓
六月三十日 午後二時

池袋富士お山開き
七月一日 正午～日没

の方 が過 半数 を 超え
教<室開催日 >
たこ と は 、お た すけ ６月
クラ ブが 地域 で 活動
折紙 ２ 日（ 水 ）
して いる 存在 意 義が
生花 ９日（水）
益々 益し てい る と感
朗読
日（水 ）
じら れま した 。 会員
抹茶
日（水）
にな ら れ てい て も一 ７月
度も 助け ても ら って
折紙 ７ 日（ 水 ）
いな いと 言う 方 もい
生花
日（水）
らっしゃいますが
朗読
日（水 ）
『い つか 緊急 を 要す
抹茶
日（水）
ると き 助 けて も らえ ８月 お休み
る』 と言 う拠 点 があ
会場 ・本 町ホ ー ル
る事 は、 日々 安 心し
時間・ 時半～
て暮 らせ る原 点 でも
時まで
あろ う か と思 い ます。 費用・材料費のみ

おたすけクラブ第
十回 総会 は四 月 十一
日会 員数 百六 十 名の
ところ七十五名の方々
に、 ご出 席い た だき
無事終了致しました。
七 十代 以上 の 高齢

おたすけクラブ情報局

地元 有志による 朝顔市 が、神社 参道に て開催
され ます 。東京 入谷の 朝顔市 に出荷 され る 朝顔
が入 谷よ りも安 く一鉢 千五百 円で三 百鉢 限 定で
販売されます。
朝顔の他にも子供も楽しめる出店が並びます。
夏の風物詩を充分にお楽しみ下さい。

六月三十日（水）～七月一日 （木）
雨天決行
十時～十八時

朝顔市

現金１５０円及びチケット１枚
氷川神社では、正月から六月までの半年間の災
(
)
★キャラクター人形すくい
厄を祓うという、夏越しの大祓が六月三十日に
★輪投げ
行われます。境内に設けた直径約二メートルの
★焼きとうもろこし
茅の輪をくぐり、無病息災を祈願します。また、
★焼きそば
翌日七月一日は池袋富士塚のお山開きです。富
★フランクフルト（２本）
士塚はさまざまな理由から富士登山ができない
★焼きだんご（２本）
人たちも、これに登れば同じ霊験が得られると
して、明治四十五年にこの地域に住む先人達が
築きあげました 。

きずなカード満点券１枚で150円券５枚綴り（750円分）と交換！

今年も間もな
く盆踊りの季節
になります。毎
年ご好評をいた
だいている池袋
本町納涼盆踊り
大会も四十一回
目を迎えること
ができました。
池袋本町の文化
と伝統を守り続
ける為にも、地
域の皆様のご協
力をお願い申し
上げます 。

ホームページ http://www.ikehon.com
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小松湯前にて

７月４日（日）午後４時より

西倉正治さん

新会長

開催日は7月10日（土）です！

12時～17時
７月４日、1８日 ８月１日、1５日
本町ホールにて（スギ薬局となり）

毎月第３土曜日午後２時～４時
６月１９日 ７月１７日（ 費用100円）
連絡先 内藤 ☎３９８２ - ２７２３

社会を明るくする運動の一環として、池袋中学
校の生徒の皆さんと共に池袋本町の地域清掃を
実施致します。11:00～
午後は池袋中学校吹奏楽部による緑陰コンサー
ト(無料)を池袋中学校の体育館13:30～行ない
ます。皆さんお誘い合わせの上ご参加ください。

おしゃべりをしたり、お茶を飲みな
がら「ホッと一息つきませんか」
介護相談もやっています。

今年も山形県遊佐町の新鮮な
農産物を販売する『遊佐ノ市』
が開催されます。

内藤敦之さん

第１１地区青少年育成委員会行事

つくも会のお知らせ

遊佐ノ市のご案内

新青年会長

伊東純子さん

代表

特賞 ３０，０００円券
１等 １０，０００円券
２等
５，０００円券
３等
１，０００円券
４等
３００円券
５等
１２０円券
＜金券有効期限＞
平成２２年７月３１日迄

ク小学校五校による学
校別対抗戦【二日目】
幼児、小学生学年男女
別、中学生男女別の一
般参加による個人戦を
予定しております。対
抗戦は学校の名誉をか
け、個人戦は金メダル
を目指し試合に挑む子
供達は真剣そのもの。
青年会員も『子供たち
に土の土俵で相撲をと
らせてあげたい！』と
の思いでこの伝統的な
相撲大会を続けていき
たいと思っております。

23 16

28 21 14

15 13

期間中はポイント２倍・３倍セール！

今年も恒例となって
おります青少年相撲大
会を氷川神社境内にて
開催致します。開催に
あたり、地域の皆様の
ご理解とご厚情により
今大会が実施できる事
を心より御礼申し上げ
ます。大会は昨年同様、
【一日目】池袋ブロッ

18 17 16

福引場所

７月１０日（土）
午後２時～午後６時
本町ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ
本町ホール
元霜鳥青果
福引日時

７月１日(木)～９日(金)
売出期間

青少年すもう大会

夏、もっと池袋本町が好きになる！

＜ご意見・情報などを私達にお聞かせ下さい。＞

