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世界中に猛威を振るっているコロナ・ウイルスの影響で、今年度の総会はご覧の通り、貯水タンク

の上に椅子を並べ各関係委員と監事及び委員会代表によって開催する運びとなりました。

 
 本年は、委員長改選の年に当たり、４月の持ち回り定例会で、２区の日比野様が新委員長に選出

されました。旧委員長の小島様には「ご苦労様でした」と心から感謝の言葉を贈ります。

 総会は、皆様にお配りした資料に基づき、委員長及び

報告、監査報告が行なわれ、それぞれ承認されました。また、平成３０年に改正した名水会規約に

ついて、会の現状に即するよう細部の改正を加え、令和２年５月２５日から施行する事が承

ました。 
 ここで新旧委員長が交代し、新委員長より令和２年度の事業計画案及び予算案の提示があり、承

認されました。

い致します。

 新任委員の紹介は、残念ですが出来ませんでした。
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名水会の「美味しい水」を得るために必要な、名水会の土地も、建物も、ポンプも、

道路に敷設されている配管網も、実は、会員である「貴方の財産」なのです。

●「美味しい水」を何時までも飲み

残念なことに、貴方の大切な財産であるポンプも、給水設備も、配管網も老朽化します。

れば交換が必要になります。その為の

●名水会は、会員がその為に作った組織です

名水会は、単なる水の供給組織ではありません。人任せで

もそして何時までも飲めるよう、委員の方々を中心に設備の維持管理及び運営が行なわれていま

す。嬉しいことに、名水会には経理、技術、法務あるいは事務など、様々な経験をお持ちの会員が

豊富に居られます。その方々が委員となって過去

●「美味しい水」を皆で守り続けましょう

委員は、輪番制で会員から選ばれます。ですから、貴方も必ず委員を務めることになります。委員

に選ばれたら、それまでの経験を生かせる仕事でご参加下さい。その事が、自分の財産を自分で守

るために、そして、自分たちの「美味しい水」を次代の会員に送り届けることにつながるのです。

 

総会終了後、委員の皆さんで

草取りを行ないました。終了

後、２号井戸の原水で乾杯で

す。ご苦労様でした。
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に選ばれたら、それまでの経験を生かせる仕事でご参加下さい。その事が、自分の財産を自分で守

るために、そして、自分たちの「美味しい水」を次代の会員に送り届けることにつながるのです。

名水会の「美味しい水」を得るために必要な、名水会の土地も、建物も、ポンプも、

道路に敷設されている配管網も、実は、会員である「貴方の財産」なのです。

たい  

残念なことに、貴方の大切な財産であるポンプも、給水設備も、配管網も老朽化します。

保守、点検が絶対に欠かせません。

●名水会は、会員がその為に作った組織です 

名水会は、単なる水の供給組織ではありません。人任せで

もそして何時までも飲めるよう、委員の方々を中心に設備の維持管理及び運営が行なわれていま

す。嬉しいことに、名水会には経理、技術、法務あるいは事務など、様々な経験をお持ちの会員が

豊富に居られます。その方々が委員となって過去６０年にわたり運営を続けることができました。

 

委員は、輪番制で会員から選ばれます。ですから、貴方も必ず委員を務めることになります。委員

に選ばれたら、それまでの経験を生かせる仕事でご参加下さい。その事が、自分の財産を自分で守

るために、そして、自分たちの「美味しい水」を次代の会員に送り届けることにつながるのです。

貴方

で

を
 

名水会の「美味しい水」を得るために必要な、名水会の土地も、建物も、ポンプも、

道路に敷設されている配管網も、実は、会員である「貴方の財産」なのです。

残念なことに、貴方の大切な財産であるポンプも、給水設備も、配管網も老朽化します。

保守、点検が絶対に欠かせません。

名水会は、単なる水の供給組織ではありません。人任せで無く、貴方の「美味しい水」を、何時で

もそして何時までも飲めるよう、委員の方々を中心に設備の維持管理及び運営が行なわれていま

す。嬉しいことに、名水会には経理、技術、法務あるいは事務など、様々な経験をお持ちの会員が

年にわたり運営を続けることができました。

委員は、輪番制で会員から選ばれます。ですから、貴方も必ず委員を務めることになります。委員

に選ばれたら、それまでの経験を生かせる仕事でご参加下さい。その事が、自分の財産を自分で守

るために、そして、自分たちの「美味しい水」を次代の会員に送り届けることにつながるのです。

貴方は毎日

で汲み上

を飲んでいることを･･･
 

名水会の「美味しい水」を得るために必要な、名水会の土地も、建物も、ポンプも、

道路に敷設されている配管網も、実は、会員である「貴方の財産」なのです。

残念なことに、貴方の大切な財産であるポンプも、給水設備も、配管網も老朽化します。

保守、点検が絶対に欠かせません。 

無く、貴方の「美味しい水」を、何時で

もそして何時までも飲めるよう、委員の方々を中心に設備の維持管理及び運営が行なわれていま

す。嬉しいことに、名水会には経理、技術、法務あるいは事務など、様々な経験をお持ちの会員が

年にわたり運営を続けることができました。

委員は、輪番制で会員から選ばれます。ですから、貴方も必ず委員を務めることになります。委員

に選ばれたら、それまでの経験を生かせる仕事でご参加下さい。その事が、自分の財産を自分で守

るために、そして、自分たちの「美味しい水」を次代の会員に送り届けることにつながるのです。

毎日、ご自分

上げた「美味

んでいることを･･･

名水会の「美味しい水」を得るために必要な、名水会の土地も、建物も、ポンプも、

道路に敷設されている配管網も、実は、会員である「貴方の財産」なのです。

残念なことに、貴方の大切な財産であるポンプも、給水設備も、配管網も老朽化します。

無く、貴方の「美味しい水」を、何時で

もそして何時までも飲めるよう、委員の方々を中心に設備の維持管理及び運営が行なわれていま

す。嬉しいことに、名水会には経理、技術、法務あるいは事務など、様々な経験をお持ちの会員が

年にわたり運営を続けることができました。

委員は、輪番制で会員から選ばれます。ですから、貴方も必ず委員を務めることになります。委員

に選ばれたら、それまでの経験を生かせる仕事でご参加下さい。その事が、自分の財産を自分で守

るために、そして、自分たちの「美味しい水」を次代の会員に送り届けることにつながるのです。

自分のポンプ

美味しい水

んでいることを･･･- 

名水会の「美味しい水」を得るために必要な、名水会の土地も、建物も、ポンプも、

道路に敷設されている配管網も、実は、会員である「貴方の財産」なのです。 

残念なことに、貴方の大切な財産であるポンプも、給水設備も、配管網も老朽化します。寿命が来

無く、貴方の「美味しい水」を、何時で

もそして何時までも飲めるよう、委員の方々を中心に設備の維持管理及び運営が行なわれていま

す。嬉しいことに、名水会には経理、技術、法務あるいは事務など、様々な経験をお持ちの会員が

年にわたり運営を続けることができました。 

委員は、輪番制で会員から選ばれます。ですから、貴方も必ず委員を務めることになります。委員

に選ばれたら、それまでの経験を生かせる仕事でご参加下さい。その事が、自分の財産を自分で守

るために、そして、自分たちの「美味しい水」を次代の会員に送り届けることにつながるのです。 

のポンプ

水」

 


