
巡回訪問
日付 1/4 金曜日 金曜日 1/6 日曜日 1/11 金曜日 金曜日 1/13 日曜日 1/18 金曜日 金曜日 1/20 日曜日 1/25 金曜日 金曜日 1/27 日曜日

曜日 金曜 15:30～ 18:00～ 日曜 13:30-16:00 金曜 日曜 13:30-16:00 金曜 15:30～ 18:00～ 日曜 13:30-16:00 金曜 15:30～ 18:00～ 日曜 13:30-16:00

時間 15:30-20:00 水21時締切 13:30-16:00 金21時締切 水21時締切 13:30-16:00 金21時締切 15:30-20:00 水21時締切 13:30-16:00 金21時締切 15:30-20:00 水21時締切 13:30-16:00 金21時締切

安藤　匠 参加 １ ７ 参加 3 5? 参加 ６ ※前半のみ ７ 参加 1,3 taku0and0hiro@yahoo.co.jp
池澤　奈美 ※前半のみ １ ※前半のみ 6,7 後半のみ※ １ kossun2000@gmail.com
小倉　藍 ※前半のみ ６ 参加 ５ 参加 5+X84-101 参加 3 5? 参加 ７ 参加 ６ １ 1komurashunsuke@gmail.com
鏡味　聡子 ※前半のみ 6,7 参加 3,4 ※前半のみ 4 参加 ６ 参加 5,8 yu.ffuoaife@gmail.com
小菅　俊太郎 ※前半のみ ６ 参加 1,2 参加 ９ ※前半のみ ７ duiba007@gmail.com
小菅　敦子 ※前半のみ １ ※前半のみ 2,3 参加 5+X84-101 参加 参加 ７ 参加 ６ １ akiofu9@gmail.com
小村　俊介 参加 5+X84-101 参加 ９ 参加 ６ １ 参加 miyauchi2817@gmail.com
近藤　範子 参加 ７ congbac_kimi@yahoo.co.jp
稲本   詠子 参加 ７ 参加 1,2 参加 4 5 参加 ５ 参加 8,10,11 5 参加 5,8 ikezawanami@gmail.com
篠田　文 ※前半のみ 2,3 参加 3,4 ※前半のみ 9 参加 ６ ai.coconut557@gmail.com
鈴木　久子 ※前半のみ ２ 参加 ２ ※前半のみ ４ 参加 1,2 ※前半のみ 3 参加 ６ 参加 8,10,11 5 参加 5,8 satmirror@yahoo.co.jp
田中　智子 ※前半のみ ６ 参加 ５ 参加 ７ 参加 ９ atsukosuge@gmail.com
中西　裕 参加 ７ ※前半のみ 2,3 参加 3,4 参加 4 5 参加 ５ ※前半のみ ７ 参加 5,8 conriko@gmail.com
福士　勇気 ※前半のみ ４ 参加 ６ 参加 1,3 inamotoeiko@gmail.com
福士　しのぶ ※前半のみ ４ 参加 ６ 参加 1,3 ayashnd@yahoo.co.jp
福本　明欧 参加 ２ ７ ※前半のみ 6,7 参加 ７ 参加 ５ 参加 2,4 hisako_vn@icloud.com
福本　真理 参加 ２ ７ ※前半のみ 6,7 参加 ７ 参加 ５ 参加 2,4 tomokyo1211@hotmail.com

宮内　史郎 参加 ２ 参加 ７ ※前半のみ 9 参加 ７ 参加 8,10,11 5 参加 X,F redcheek44@gmail.com
宮内　りつ子 参加 ２ 参加 ６ ※前半のみ 9 参加 ７ ※前半のみ ７ 参加 X,F nishimarifukumari@gmail.com

山下　彰子 参加 ２ ７ 参加 ５ ※前半のみ 2,3 参加 5+X84-101 参加 4 5 参加 ９ 参加 8,10,11 5 参加 2,4 sweetpea0714@gmail.com
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特別活動

日付 2/1 金曜日 金曜日 2/3 日曜日 2/8 金曜日 金曜日 2/10 日曜日 2/15 金曜日 金曜日 2/17 日曜日 2/22 金曜日 金曜日 2/24 日曜日

曜日 金曜 15:30～ 18:00～ 日曜 13:30-16:00 金曜 日曜 13:30-16:00 金曜 15:30～ 18:00～ 日曜 13:30-16:00 金曜 15:30～ 18:00～ 日曜 13:30-16:00

時間 15:30-20:00 水21時締切 13:30-16:00 金21時締切 水21時締切 13:30-16:00 金21時締切 15:30- 水21時締切 13:30-16:00 金21時締切 15:30-20:00 水21時締切 13:30-16:00 金21時締切

安藤　匠 参加 3 3,5,6 taku0and0hiro@yahoo.co.jp
池澤　奈美 ※前半のみ 3 kossun2000@gmail.com
小倉　藍 参加 3 3,5,6 参加 参加 参加 参加 1komurashunsuke@gmail.com
鏡味　聡子 参加 5,6 3,5,6 参加 yu.ffuoaife@gmail.com
小菅　俊太郎 ※前半のみ 5,6 duiba007@gmail.com
小菅　敦子 ※前半のみ 1,2 参加 参加 参加 参加 参加 参加 akiofu9@gmail.com
小村　俊介 ※前半のみ 1、2 参加 参加 miyauchi2817@gmail.com
近藤　範子 参加 参加 congbac_kimi@yahoo.co.jp
稲本   詠子 参加 参加 ikezawanami@gmail.com
篠田　文 参加 1,2 3,5,6 ai.coconut557@gmail.com
鈴木　久子 ※前半のみ 5,6 参加 satmirror@yahoo.co.jp
田中　智子 ※前半のみ 5,6 参加 atsukosuge@gmail.com
中西　裕 参加 conriko@gmail.com
福士　勇気 ※前半のみ ９ inamotoeiko@gmail.com
福士　しのぶ ※前半のみ ９ ayashnd@yahoo.co.jp
福本　明欧 hisako_vn@icloud.com
福本　真理 tomokyo1211@hotmail.com

宮内　史郎 ※前半のみ 3 参加 ※前半のみ redcheek44@gmail.com
宮内　りつ子 ※前半のみ 1,2 参加 参加 参加 ※前半のみ 参加 nishimarifukumari@gmail.com
山下　彰子 参加 ９ 3,5,6 参加 ※前半のみ 参加 参加 参加 参加 参加 sweetpea0714@gmail.com
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グループ奉仕区域は14日よりDエリアとなります。留守宅区域はC南エリアです。

日付 12/1 土曜日 12/2 日曜日 12/7 金曜日 金曜日 12/8 土曜日 12/9 日曜日 12/14 金曜日 金曜日 12/15 土曜日 12/16 日曜日 12/21 金曜日 金曜日 12/22 土曜日 12/23 日曜日 12/28 金曜日 金曜日 12/29 土曜日 12/30 日曜日

曜日 土曜 18:00 日曜 13:30-16:00 金曜 15:30～ 18:00～ 土曜 18:00 日曜 13:30-16:00 金曜 15:30～ 18:00～ 土曜 18:00 日曜 13:30-16:00 金曜 15:30～ 18:00～ 土曜 18:00 日曜 13:30-16:00 金曜 15:30～ 18:00～ 土曜 18:00 日曜 13:30-16:00

時間 18:00-19:30 木21時締切 13:30-16:00 金21時締切 15:30-20:00 水21時締切 18:00-19:30 木21時締切 13:30-16:00 金21時締切 15:30-20:00 水21時締切 18:00-19:30 木21時締切 13:30-16:00 金21時締切 15:30-20:00 水21時締切 18:00-19:30 木21時締切 13:30-16:00 金21時締切 15:30-20:00 水21時締切 18:00-19:30 木21時締切 13:30-16:00 金21時締切

安藤　匠 ※前半のみ ３ 参加 7、8、9 参加 2,3 2,3 参加 ２ ３ taku0and0hiro@yahoo.co.jp

池澤　奈美 参加 １ 参加 ５、６ 7、８ 参加 7、8、9 参加 ４ ５ 参加 X 参加 10 kossun2000@gmail.com

小倉　藍 参加 １ 参加 ３ 7、８ 参加 7、8、9 参加 ４ ５ 参加 参加 5、6 参加 X 参加 6,7 後半のみ※ ３ 1komurashunsuke@gmail.com

鏡味　聡子 参加 ４ 7、８ 参加 2、3、4 参加 5、6 参加 2,3 2,3 参加 ４ 参加 ２ ３ yu.ffuoaife@gmail.com

小菅　俊太郎 ※前半のみ ５、６ duiba007@gmail.com

小菅　敦子 ※前半のみ ５、６ akiofu9@gmail.com

小村　俊介 参加 １ ※前半のみ ４ 参加 9、10 ※前半のみ ５ 参加 参加 2,3 2,3 参加 ２ ３ 参加 miyauchi2817@gmail.com

近藤　範子 参加 X 参加 8,9 ※前半のみ ６ 参加 10 congbac_kimi@yahoo.co.jp

稲本   詠子 参加 9、10 参加 1、2 参加 X 参加 ４ 参加 ５ ikezawanami@gmail.com

篠田　文 参加 ５、６ 7、８ 参加 2、3、4 参加 ７ 参加 ６ 2,3 参加 ４ ai.coconut557@gmail.com

鈴木　久子 参加 ７ ※前半のみ ６ 参加 8,9 ※前半のみ ６ 参加 1、3 satmirror@yahoo.co.jp

田中　智子 ※前半のみ ３ 参加 5、6 参加 8,9 atsukosuge@gmail.com

中西　裕 参加 7、8、9 参加 2、3、4 後半のみ※ ５ 参加 参加 ７ 参加 X 参加 ４ 参加 10 参加 ５ conriko@gmail.com

福士　勇気 参加 6,7 inamotoeiko@gmail.com

福士　しのぶ 参加 6,7 ayashnd@yahoo.co.jp

福本　明欧 参加 8,9 参加 1、3 hisako_vn@icloud.com

福本　真理 参加 8,9 参加 1、3 tomokyo1211@hotmail.com

宮内　史郎 ※前半のみ ５ 参加 1、2 ※前半のみ ６ 参加 F ※前半のみ ６ 参加 ５ redcheek44@gmail.com

宮内　りつ子 ※前半のみ ３ 参加 9、10 ※前半のみ ５ 参加 1、2 ※前半のみ ６ 参加 F ※前半のみ ６ nishimarifukumari@gmail.com

山下　彰子 参加 １ 参加 ４ 7、８ 参加 2、3、4 参加 ４ ５ 参加 参加 2,3 2,3 参加 ２ ３ 参加 ５ sweetpea0714@gmail.com

X ⭐ 15:30 山下姉妹の御宅で、奉仕の集まりが行われます。
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グループ奉仕区域はC南エリア。留守宅区域はC北エリアです。

日付 11/2 金曜日 金曜日 11/3 土曜日 11/4 日曜日 11/9 金曜日 金曜日 11/10 土曜日 11/11 日曜日 11/16 金曜日 金曜日 11/17 土曜日 11/18 日曜日 11/23 金曜日 金曜日 11/24 土曜日 11/25 日曜日 11/30 金曜日 金曜日

曜日 金曜 15:30～ 18:00～ 土曜 18:00 日曜 13:30-16:00 金曜 15:30～ 18:00～ 土曜 18:00 日曜 13:30-16:00 金曜 15:30～ 18:00～ 土曜 18:00 日曜 13:30-16:00 金曜 15:30～ 18:00～ 土曜 18:00 日曜 13:30-16:00 金曜 15:30～ 18:00～

時間 15:30-20:00 水21時締切 18:00-19:30 木21時締切 13:30-16:00 金21時締切 15:30-20:00 水21時締切 18:00-19:30 木21時締切 13:30-16:00 金21時締切 15:30-20:00 水21時締切 18:00-19:30 木21時締切 13:30-16:00 金21時締切 15:30-20:00 水21時締切 18:00-19:30 木21時締切 13:30-16:00 金21時締切 15:30-20:00 水21時締切

安藤　匠 参加 １ ６ 参加 ５ 参加 1,2 7,8 ※前半のみ ５ taku0and0hiro@yahoo.co.jp
池澤　奈美 参加 ３ ６ 参加 10 ※前半のみ ７ 参加 ４ 7,8 参加 ６ ９ 参加 10 参加 ７ 8、9 kossun2000@gmail.com
小倉　藍 参加 ３ ４ 参加 10 参加 ４ 参加 10 参加 1,2 7,8 参加 ６ ９ 参加 10 参加 1、2、3 8、9 1komurashunsuke@gmail.com
鏡味　聡子 参加 １ 参加 10 参加 ５ ９ 参加 ４ yu.ffuoaife@gmail.com
小菅　俊太郎 参加 １ 参加 ５ ６ 参加 ６ ３ 参加 1、2、3 8、9 duiba007@gmail.com
小菅　敦子 参加 １ 参加 ５ ６ 参加 10 参加 ４ ９ 参加 ６ ３ 参加 ５ ※前半のみ 1、2、3 akiofu9@gmail.com
小村　俊介 参加 ４ ※前半のみ ４ ※前半のみ ６ 参加 10 miyauchi2817@gmail.com
近藤　範子 参加 10 参加 ４ congbac_kimi@yahoo.co.jp
稲本   詠子 後半のみ※ ４ 参加 ４ 参加 ５ ６ 参加 １ ※前半のみ ５ 参加 F ikezawanami@gmail.com
篠田　文 参加 ３ 参加 ６ 7,8 参加 ５ ai.coconut557@gmail.com
鈴木　久子 ※前半のみ １ 参加 １ ※前半のみ 1,2 ※前半のみ 1、2、3 satmirror@yahoo.co.jp
田中　智子 ※前半のみ １ ※前半のみ ７ 参加 8、9 ※前半のみ ６ atsukosuge@gmail.com

中西　裕 参加 ３ ４ 参加 10 参加 ４ 参加 ５ ６ 参加 ６ ９ 後半のみ※ ９ 参加 10 参加 4 参加 ５ ✅ conriko@gmail.com
福士　勇気 参加 ３ 参加 １ inamotoeiko@gmail.com
福士　しのぶ 参加 ３ 参加 １ ayashnd@yahoo.co.jp
福本　明欧 参加 ２ 参加 8、9 hisako_vn@icloud.com
福本　真理 参加 ２ 参加 8、9 tomokyo1211@hotmail.com

宮内　史郎 参加 ５ ※前半のみ ７ 参加 f ※前半のみ ５ 参加 F ※前半のみ ７ redcheek44@gmail.com

宮内　りつ子 参加 ５ ※前半のみ ７ 参加 f 参加 F ※前半のみ ５ nishimarifukumari@gmail.com
山下　彰子 参加 ３ ６ 参加 ２ 参加 10 参加 1,2 ９ 参加 ５ ※前半のみ ７ sweetpea0714@gmail.com

鈴木久子s ok
小村b ok
福本b あと1人
宮内b あと1人
福士b ok
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グループ奉仕区域はC北エリア。留守宅区域はBとC北エリアです。
日付 10/5 金曜日 金曜日 10/6 土曜日 10/7 日曜日 10/12 金曜日 金曜日 10/13 土曜日 10/14 日曜日 10/19 金曜日 金曜日 10/20 土曜日 10/21 日曜日 10/26 金曜日 金曜日 10/27 土曜日 10/28 日曜日

曜日 金曜 15:30～ 18:00～ 土曜 18:00 日曜 13:30-16:00 金曜 15:30～ 18:00～ 土曜 18:00 日曜 13:30-16:00 金曜 15:30～ 18:00～ 土曜 18:00 日曜 13:30-16:00 金曜 15:30～ 18:00～ 土曜 18:00 日曜 13:30-16:00

時間 15:30-20:00 水21時締切 18:00-19:30 木21時締切 13:30-16:00 金21時締切 15:30-20:00 水21時締切 18:00-19:30 木21時締切 13:30-16:00 金21時締切 15:30-20:00 水21時締切 18:00-19:30 木21時締切 13:30-16:00 金21時締切 15:30-20:00 水21時締切 18:00-19:30 木21時締切 13:30-16:00 金21時締切

安藤　匠 後半のみ※ 1 ※前半のみ ６ 参加 2,3 taku0and0hiro@yahoo.co.jp
池澤　奈美 ※前半のみ 8 参加 中止 参加 10 ９ 参加 中止 参加 4+X 10,11+X 参加 中止 kossun2000@gmail.com
小倉　藍 参加 8 1 参加 ４ 参加 11 ９ 参加 10,11 参加 10,11 参加 12,2 1komurashunsuke@gmail.com
鏡味　聡子 参加 ６ ７ 参加 5,2 参加 6,7,8 参加 1,4,10 yu.ffuoaife@gmail.com
小菅　俊太郎 ※前半のみ 3 後半のみ※ ９ 参加 2,3 参加 5+X 2,3 duiba007@gmail.com
小菅　敦子 参加 ６ ７ 参加 10,11 参加 6,7,8 akiofu9@gmail.com
小村　俊介 参加 1,6 参加 1,4,5 miyauchi2817@gmail.com
近藤　範子 参加 ４ 参加 5+X 2,3 congbac_kimi@yahoo.co.jp
稲本   詠子 後半のみ※ １ 参加 10 ７ 参加 8,9 参加 6,7,8 参加 4+X 10,11+X ikezawanami@gmail.com
篠田　文 参加 11 ９ 参加 1,6 参加 1,4,5 参加 1,4,10 ai.coconut557@gmail.com
鈴木　久子 ※前半のみ ８ 参加 1,6 ※前半のみ ２ 参加 10,11 参加 5+X 2,3 参加 12,2 satmirror@yahoo.co.jp
田中　智子 ※前半のみ ３ 参加 10 参加 10 ９ 参加 1,4,5 atsukosuge@gmail.com
中西　裕 参加 ４ 参加 10 ※前半のみ 11 参加 ２ ９ 参加 中止 参加 [1] 6,7,8 参加 中止 参加 12,2 conriko@gmail.com
福士　勇気 参加 5,2 inamotoeiko@gmail.com
福士　しのぶ 参加 5,2 ayashnd@yahoo.co.jp
福本　明欧 参加 2，5，12 参加 8,9 hisako_vn@icloud.com
福本　真理 参加 2，5，12 参加 8,9 tomokyo1211@hotmail.com

宮内　史郎 参加 ８ １ 参加 10,11 参加 10 11 参加 10,11 ※前半のみ 4+X 参加 1,4,10 redcheek44@gmail.com
宮内　りつ子 ※前半のみ ３ ※前半のみ 10 参加 8,9 参加 10 11 参加 1,4,5 ※前半のみ 5+X 参加 1,4,10 nishimarifukumari@gmail.com
山下　彰子 ※前半のみ ３ 参加 10 ７ 参加 中止 参加 1,6 ※前半のみ ２ 参加 2,3 参加 4+X 10,11+X 参加 12,2 sweetpea0714@gmail.com

■12番、2番
　広域ですので、車が適していると
思います。

■1番、4番、10番
　全体としてかなり回り尽くしている
ので、少し範囲広めになりますが、
訪問回数の少ないお宅を中心に訪
問していただければ幸いです。

　両グループとも、時間が余ったり
通りすがりに他のグループ番号の
留守悪があれば、積極的に訪問し
てください。
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グループ奉仕区域はBエリア。留守宅区域はAとBエリアです。

日付 8/3 金曜日 金曜日 8/4 土曜日 8/5 日曜日 8/10 金曜日 金曜日 8/11 土曜日 8/12 日曜日 8/17 金曜日 金曜日 8/18 土曜日 8/19 日曜日 8/24 8/25 土曜日 8/26 日曜日 8/31 金曜日 金曜日

曜日 金曜 15:30～ 18:00～ 土曜 18:00 日曜 13:30-16:00 金曜 15:30～ 18:00～ 土曜 18:00 日曜 13:30-16:00 金曜 15:30～ 18:00～ 土曜 18:00 日曜 13:30-16:00 金曜 土曜 18:00 日曜 13:30-16:00 金曜 15:30～ 18:00～

時間 15:30-20:00 水21時締切 18:00-19:30 木21時締切 13:30-16:00 金21時締切 15:30-20:00 水21時締切 18:00-19:30 木21時締切 13:30-16:00 金21時締切 15:30-20:00 水21時締切 18:00-19:30 木21時締切 13:30-16:00 金21時締切 15:30-20:00 18:00-19:30 木21時締切 13:30-16:00 金21時締切 15:30-20:00 水21時締切

安藤　匠 参加 taku0and0hiro@yahoo.co.jp
池澤　奈美 参加 参加 参加 ３ ４ 参加 ６ 参加 １ ４ 参加 ９ 後半のみ※ ３ kossun2000@gmail.com
小倉　藍 参加 参加 ３ ４ 参加 ７ 参加 ９ 参加 ２ ３ 1komurashunsuke@gmail.com
鏡味　聡子 ※前半のみ 参加 参加 １ 参加 １ yu.ffuoaife@gmail.com
小菅　俊太郎 ※前半のみ 参加 ２ ４ 参加 ２ ４ 参加 １ 参加 ２ ３ duiba007@gmail.com
小菅　敦子 参加 参加 ２ ４ 参加 ３ 参加 ３ 参加 参加 １ 参加 ２ ３ akiofu9@gmail.com
小村　俊介 ※前半のみ 参加 ※前半のみ ２ 参加 ９ 参加 参加 ９ ※前半のみ １ miyauchi2817@gmail.com
近藤　範子 参加 参加 参加 １ 参加 ７ 参加 ２ 参加 ９ congbac_kimi@yahoo.co.jp
稲本   詠子 参加 ６ 参加 ３ 参加 ikezawanami@gmail.com
篠田　文 ※前半のみ 参加 参加 ２ 参加 ２ ai.coconut557@gmail.com
鈴木　久子 参加 ３ 参加 １ ※前半のみ １ satmirror@yahoo.co.jp
田中　智子 参加 参加 参加 ２ ５ 参加 ２ 後半のみ※ ３ 参加 ２ atsukosuge@gmail.com
中西　裕 ※前半のみ 参加 参加 参加 ３ ５ 参加 ３ 参加 １ ４ 参加 ９ 参加 ２ 参加 ９ 参加 ２ conriko@gmail.com
福士　勇気 参加 参加 １ inamotoeiko@gmail.com
福士　しのぶ 参加 参加 １ ayashnd@yahoo.co.jp
福本　明欧 参加 hisako_vn@icloud.com
福本　真理 参加 tomokyo1211@hotmail.com

宮内　史郎 ※前半のみ 参加 ※前半のみ １ 参加 ７ 参加 ２ 参加 １ ３ 参加 １ 参加 ※前半のみ １ redcheek44@gmail.com

宮内　りつ子 ※前半のみ 参加 ※前半のみ １ 参加 ２ 参加 １ 参加 ※前半のみ １ nishimarifukumari@gmail.com
山下　彰子 ※前半のみ 参加 参加 １ ５ 参加 ６ 参加 １ 参加 ２ ３ 参加 ９ 参加 ３ ※前半のみ 参加 ２ 参加 ２ ３ sweetpea0714@gmail.com
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グループ奉仕区域はBエリア。留守宅区域はAとBエリアです。
日付 9/1 土曜日 9/2 日曜日 9/7 金曜日 金曜日 9/8 土曜日 9/9 日曜日 9/14 金曜日 金曜日 9/15 土曜日 9/16 日曜日 9/21 金曜日 金曜日 9/22 土曜日 9/23 日曜日 9/28 金曜日 金曜日 9/29 土曜日 9/30 日曜日

曜日 土曜 18:00 日曜 13:30-16:00 金曜 15:30～ 18:00～ 土曜 18:00 日曜 13:30-16:00 金曜 15:30～ 18:00～ 土曜 18:00 日曜 13:30-16:00 金曜 15:30～ 18:00～ 土曜 18:00 日曜 13:30-16:00 金曜 15:30～ 18:00～ 土曜 18:00 日曜 13:30-16:00

時間 18:00-19:30 木21時締切 13:30-16:00 金21時締切 15:30-20:00 水21時締切 18:00-19:30 木21時締切 13:30-16:00 金21時締切 15:30-20:00 水21時締切 18:00-19:30 木21時締切 13:30-16:00 金21時締切 15:30-20:00 水21時締切 18:00-19:30 木21時締切 13:30-16:00 金21時締切 15:30-20:00 水21時締切 18:00-19:30 木21時締切 13:30-16:00 金21時締切

安藤　匠 参加 １ ５ 参加 １ taku0and0hiro@yahoo.co.jp
池澤　奈美 参加 ３ ６ 参加 １ ３ ３ ３ 参加 １ １ kossun2000@gmail.com
小倉　藍 参加 ４ ６ 参加 ９ 参加 ４ 参加 ３ ３ 1komurashunsuke@gmail.com
鏡味　聡子 参加 １ ５ 参加 ４ 参加 ２ ３ ※前半のみ ２ 参加 １ yu.ffuoaife@gmail.com
小菅　俊太郎 参加 ２ 参加 １ duiba007@gmail.com
小菅　敦子 参加 ２ ５ 参加 １ ３ 参加 ２ 参加 ２ ３ 参加 １ １ 参加 １ akiofu9@gmail.com
小村　俊介 ※前半のみ ２ ※前半のみ １ ※前半のみ １ 参加 ９ ※前半のみ ２ miyauchi2817@gmail.com
近藤　範子 ※前半のみ １ 参加 ９ 参加 ９ 参加 ２ congbac_kimi@yahoo.co.jp
稲本   詠子 ※前半のみ ３ ※前半のみ ２ 参加 １ ※前半のみ ２ 参加 １ 参加 １ １ 参加 １ ikezawanami@gmail.com
篠田　文 参加 ２ ６ 参加 ５ 参加 ３ １ ※前半のみ ２ ai.coconut557@gmail.com
鈴木　久子 参加 １ ※前半のみ １ 参加 ２ ※前半のみ ２ ※前半のみ ２ 参加 １ satmirror@yahoo.co.jp
田中　智子 ※前半のみ ４ 参加 １ ３ 参加 １ 参加 ２ atsukosuge@gmail.com
中西　裕 参加 ９ 参加 １ ３ 参加 ９ 参加 ４ 後半のみ※ １ 参加 ２ conriko@gmail.com
福士　勇気 参加 ５ inamotoeiko@gmail.com
福士　しのぶ 参加 ２ ５ 参加 ５ ayashnd@yahoo.co.jp
福本　明欧 参加 ３ 参加 ３ hisako_vn@icloud.com
福本　真理 参加 ３ 参加 ３ tomokyo1211@hotmail.com
宮内　史郎 参加 １ 参加 ３ ６ ※前半のみ ２ 参加 ３ ※前半のみ ２ 参加 ２ 参加 ２ redcheek44@gmail.com
宮内　りつ子 参加 １ ※前半のみ ３ ※前半のみ ２ 参加 ３ 参加 ２ nishimarifukumari@gmail.com
山下　彰子 参加 １ ※前半のみ ４ 参加 ９ ※前半のみ ２ 参加 ９ 参加 １ 参加 ３ １ 参加 ９ 参加 １ 参加 １ １ 参加 中止 参加 ２ sweetpea0714@gmail.com

SPC 藤田姉妹が入られます。 雨天の場合、組み合わせが変わる可能性があります。

SPC 藤田姉妹が前後半 1組に入られます。 福島市蓬莱会衆の長直樹兄弟参加
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参加 参加 ✅
※前半のみ X,F ✔

後半のみ※ ２

2,4
４

5,8
６

７

８

９

10
5?
3,4

8,10,11
1,3
X,F

※消さないでください



7/6(金)～　グループ奉仕区域はAエリア。留守宅区域はAとEエリアです。

日付 金曜日 金曜日 土曜日 日曜日

曜日 金曜 土曜 日曜 金曜 土曜 日曜 金曜 土曜 日曜 金曜 土曜 日曜 15:30～ 18:00～ 18:00 15:30-17:00

時間 15:30-20:00 18:00-19:30 13:30-16:00 15:30-20:00 18:00-19:30 13:30-16:00 15:30-20:00 18:00-19:30 13:30-16:00 15:30-20:00 18:00-19:30 13:30-16:00 水21時締切 木21時締切 金21時締切

安藤　匠 taku0and0hiro@yahoo.co.jp
池澤　奈美 kossun2000@gmail.com
小倉　藍 1komurashunsuke@gmail.com
鏡味　聡子 yu.ffuoaife@gmail.com
小菅　俊太郎 duiba007@gmail.com
小菅　敦子 akiofu9@gmail.com
小村　俊介 miyauchi2817@gmail.com
近藤　範子 congbac_kimi@yahoo.co.jp
稲本   詠子 ikezawanami@gmail.com
篠田　文 ai.coconut557@gmail.com
鈴木　久子 satmirror@yahoo.co.jp
田中　智子 atsukosuge@gmail.com
中西　裕 conriko@gmail.com
福士　勇気 inamotoeiko@gmail.com
福士　しのぶ ayashnd@yahoo.co.jp
福本　明欧 hisako_vn@icloud.com
福本　真理 tomokyo1211@hotmail.com
宮内　史郎 redcheek44@gmail.com
宮内　りつ子 nishimarifukumari@gmail.com
山下　彰子 sweetpea0714@gmail.com
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[1] 15時まで


