
 

 

 

 

 

  

 

  

ありんこの会 2016 年度活動報告(96 件) 

                           平成 29 年 3 月 31 日 

番号 月 依頼内容 依頼者 担当者 備考 

１ ４ 樋の修理 雨森 松井泉  

２  庭の草取り 副島 大沢  

３  生ごみの処理（1 か月 8 回） 大澤 坂田  

4  網戸の張替え 不破 松井泉  

５ ５ 植木・花の水やり（3 回） 吉峯 西村  

６  生ごみ処理（1 か 月 8 回） 大澤 坂田  

７  ズボンのすそ上げ（ 3 本） 副島 戎脇  

８  庭の草取り（２回） 山中 大沢  

９  庭の草取り 井出 大沢  

１０  植木の剪定 雨森 松井泉  

１１  庭の手入れ４月分（毎月一回） えにし庵 藤田  

１２  庭の手入れ５月分（月１回） えにし庵 小島  

１３  植木の手入れ・片付け 畠 松井泉  

１４  植木の手入れ  森 松井泉  

１５  病院に付き添い（当日取り消し）   急病のため 

１６  駐車場の目地修理 不破 松井泉  

１７  生ごみ処理（５月分）９回 大澤 坂田  

１８  プランターの水やり（３回） 吉峯 西村  

１９  話し相手（相手の都合で中止）    

２０  クリーニングを頼む 井口 吉田カ  

２１  庭の植木の伐採（１本） 畠 松井泉 手入れも 

２２  庭の手入れ（６月分） えにし庵 小島  

２３ ６月 庭の手入れ（２回に分けて） 副島 大沢  

２４  生ごみ処理（６月分）８回 大澤 坂田  

２５  庭の草取り 井出 藤田・小島  

２６  クリーニング・洋服直し 井口 三宅  

２７ ７月 庭のシート張り 井出 松井泉  



 

 

 

 

 

  

 

  

２９  植木の葉刈り 山本 黒柳  

３０  生ごみ処理７月分（９回） 大澤 坂田  

３１  庭の手入れ７月分 えにし庵 藤田  

３２  庭の手入れ 井口 山本 サービス 

３３ ９月 庭の手入れ（９月に決定） 白井 松井泉  

３４ ９月 庭の低れ（９月に決定） 森 松井泉  

３５ ８月 ブレザースーツの袖直し 黒柳 山本  

３６  将棋の相手（毎週） 土井 黒柳  

３７  生ごみ処理（吉原１回）後３回 大澤 坂田  

３８  植木の刈込みハサミの研ぎ 山本 松井泉  

３９  食料品の買い物 雨森 吉原・  

４０  台所のコンロの台を作る 不破 松井泉  

４１  庭の手入れ ８月分 えにし庵 小島  

４２  病院の付き添い 雨森 中越洋  

４３ ９月 食料品の買い物 雨森 吉原  

４４  庭の手入れ（もう少し待つ） 片山   

４５  庭にビニールシートを張る 大澤 松井泉  

４６  玄関の植木の刈込 雨森 松井泉  

４７  食料品の買い物 雨森 吉原  

４８  植木の刈込 城月 黒柳  

４９  外回りの草取り 井出 藤田・小島  

５０  トイレの水漏れ 大澤  水道屋さんに依頼 

５１  庭の手入れ 大澤 藤田・小島  

５２  庭の手入れ（９月分） えにし庵 藤田  

５３  庭の手入れを実行 森 松井泉  

５４  庭の手入れ 井口 藤田・小島  

５５  将棋の相手（9 月分） 土井 黒柳  

５６  家の掃除（12 月ごろに実行予定） 長尾 中越・中越 戎脇 

５７  窓ふき（12 月ごろに実行予定） 長尾 黒柳  

５８  換気扇の掃除 鈴木 黒柳  



 

 

 

 

 

  

 

  

５９  不用品をガレージに運ぶ 松谷 松井泉・黒柳・山本・松井フ 

６０ 10月 将棋の相手（10 月分） 土井 黒柳  

６１  庭の手入れ （10 月分） えにし庵 小島  

６２  生ごみ処理（10 月分） 大澤 坂田  

６３ 11月 植木の刈込 岡本 松井泉  

６４  庭の手入れ 大藤 小島  

６５  将棋の相手 11 月分 土井 黒柳  

６６  庭の手入れ 11 月分 えにし庵 藤田  

６７  生ごみ処理 11 月分 大澤 坂田  

６８ 12月 植木の刈込 吉田 松井泉  

６９  買い物を頼まれたがキャンセル 井口   

７０  植木の剪定 丸山 松井泉  

７１  家中の片づけ 松谷 松井泉・黒柳・山本・ 

７２  生垣の手入れ 不破 松井泉  

７３  家中の片づけ（再度の依頼） 松谷 松井泉・黒柳・山本・戎脇 

７４  生ごみ処理（１２がつぶん） 大澤 坂田  

７５   庭の手入れ えにし庵 小島  

７６  将棋の相手 （12 月分） 土井 黒柳  

７７ １月 洗面所・トイレ等の掃除（2 月実行） 長尾 中越・戎脇・中越ヨ 

７８ 2 月 電球の取り換え（急用） 大澤 松井泉  

79  松の木の手入れ 大澤 松井泉  

８０  荷物運びの相談中 川島  途中 

８１  生ごみ処理の相談中 黒柳  途中 

８２ 1 月 生ごみ処理（1 月分） 大澤 坂田  

８３ 1 月 庭の手入れ（1 月分） えにし庵 藤田  

８４ 1 月 将棋の相手 土井 黒柳  

８５ 2 月 ガレージの修理 西村 松井泉  

８６  生ごみ処理（2 月分） 大澤 坂田。  

８９  庭の手入れ（2 月分） えにし庵 小島  

９０  将棋の相手 土井 黒柳  

９１ 3 月 生ごみ処理（3 月分） 大澤 坂田・吉田  



 

 

 

 

 

  

 

  

９２  庭の手入れ（3 月分） えにし庵 藤田  

９４  将棋の相手（3 月分） 土井 黒柳  

９５  外回りの草取り 柏野 藤田・小島  

９６  生ごみ処理（3 月分）5 回 田島 不破  

９７      

平成 2９年 3 月３１日現在 

 


