2020(R2)年 6 月 18 日
正会員各位（Para los miembros de AJAPE）

特定非営利活動
Presidente de AJAPE,Palacios Pawlovsky Alberto

第十五回 AJAPE 通常総会開催案内
(Información sobre la 15aAsambleaGeneral de AJAPE)
拝啓 梅雨の候、正会員各位におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申しあげます。

さて、定款第 23 条にもとづき、以下の要領にて総会を開催いたしますので出席ください
ますようご案内いたします。
Según el artículo 23 de los artículos de incorporación, se llevará a cabo una asamblea
general de la siguiente manera, esperamos su asistencia. Gracias
敬具

記
日時；
2020(R2)年 7 月 18 日(土) 18 時より 19 時ま
場所；
町田市民フォーラム ４階 ボランティアセンター 講習室
議事；
１、
2019(平成 31&令和元)年度業報告及び収支決算報告
Informe de actividades del año 2019 e informe de liquidación de ingresos y gastos.
２、
2020(令和元)年度事業計画及び収支予算（案）
Plan de actividades del 2020 y presupuesto de ingresos y gastos.
３、
その他、緊急を要する事項
Otros asuntos que requieren urgencia.

以上

切り取り線

委任状

(Carta Poder)

理事長 パラシオス パウロフスキ- アルベルト 殿
Presidente Palacios Pawlovsky Alberto
私は、7 月 18 日開催の AJAPE 第 15 回通常総会を委任状により出席したものとし
総会の決定事項に同意いたします。
Estoy de acuerdo con las decisionesque se tomen en la asamblea general del dia 18 de julio.

2020(令和 2)年 月 mes
住 所(dirección) ：
氏 名(nombre) ：

日 fecha

印又はサイ

2020(R2)年 6 月 18 日
正会員各位（Para los miembros de AJAPE）

特定非営利活動
Presidente de AJAPE KanagawaPalacios Pawlovsky Alberto

第五回 AJAPE 神奈川通常総会開催案内
(Información sobre la 5aAsambleaGeneral de AJAPE)
拝啓 梅雨の候、正会員各位におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申しあげます。

さて、定款第 24 条にもとづき、以下の要領にて総会を開催いたしますので出席ください
ますようご案内いたします。
Según el artículo 24 de los artículos de incorporación, se llevará a cabo una asamblea
general de la siguiente manera, esperamos su asistencia. Gracias
敬具

記
日時；
2020(R2)年 7 月 18 日(土) 18 時より 19 時ま
場所；
町田市民フォーラム ４階 ボランティアセンター 講習室
議事；
１、
2019(平成 31&令和元)年度業報告及び収支決算報告
Informe de actividades del año 2019 e informe de liquidación de ingresos y gastos.
２、
2020(令和元)年度事業計画及び収支予算（案）
Plan de actividades de 2020 y presupuesto de ingresos y gastos.
３、
その他、緊急を要する事項
Otros asuntos que requieren urgencia
以上
切り取り線

委任状

(Carta Poder)

理事長 パラシオス パウロフスキ- アルベルト 殿
Presidente Palacios Pawlovsky Alberto
私は、7 月 18 日開催の AJAPE 神奈川第 5 回通常総会を委任状により出席したもの
とし総会の決定事項に同意いたします。
Estoy de acuerdo con las decisionesque se tomen en la asamblea general del dia 18 de julio.

2020(令和 2)年 月 mes
住 所(dirección) ：
氏 名(nombre)

日 fecha

：
印又はサイン(sello o firma)

