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月 日 乙金東区関係 日 福祉部会 日 役員OB会 日 シニアクラブ 日 食生活改善推進会

4 3 会計監査
4 総会資料コピー＆製本 13 11 （中止）シニアクラブ総会・定例会
5 総会資料世帯配布 18 （中止）役員会
6 一部中止・・青色パトロール
9 （中止）新旧幹事会 15
11 会場設営（新型コロナウイルス感染防止対策） - （延期）役員OB会定期総会 23
12 乙金東区定期総会開催

新型コロナウイルス感染防止対策として人数制限＆時間短縮

19 （中止）隣組長会（副隣組長含む）

25 （中止）幹事会 16 （延期）市連合：新旧理事会
26 （中止）廃品回収 26 （中止）廃品回収 23 （延期）市連合：定例総会
26 （中止）運営委員会（文化委員＆体育委員含む）

日本赤十字募金

5 9 （中止）隣組長会 2 （中止）定例会（出前講座）
10 （中止）役職員親睦GG大会 23 （延期）役員・幹事会 21 （延期）乙金東教室開講式
18 消火訓練（事務所）実施 25 ミニデイ健康づくり「足元気教室」 25 ミニデイ健康づくり「足元気教室」支援 29 （中止）役員・幹事、防犯・迷惑パトロール

22 （中止）区運動会：ミーティング （中止） （中止）
22 （中止）青色パトロール（夜間） 12 （中止）市連合：ゲートボール
30 （中止）幹事会 14 （中止）市連合：理事宿泊研修
31 （中止）運営委員会 21 （延期）市連合：新旧理事会

日本赤十字募金 26 （中止）市連合：ペタンク大会

6 1 青色パトロール（1日～5日） 5 （延期）ミニデイ「しののめ会」 5 （延期）ミニデイ「しののめ会」支援 7 （延期）ミニデイ「しののめ会」支援
6 隣組長会 6 役員・幹事会事務引継ぎ
7 （中止）一斉清掃　 8 13 花いっぱい運動 11 （中止）視察研修
- （中止）公民館学習（大野東小） 13 花いっぱい運動（苗植え） 20 定例会 （味の素：九州事業所見学）
- （中止）田植え（大野東小） 26 役員・幹事、防犯・迷惑パトロール
- （中止）地域貢献活動（大野東中１） 21 （中止）乙金東区運動会　支援 - （中止）定例会 12 花いっぱい運動（花苗植え）
12 花いっぱい運動（花苗入荷）　 （１丁目掲示板横花壇）
13 幹事会（前倒し） 17 18 乙金東教室開講式
14 運営委員会（前倒し） 22 ミニデイ健康づくり「足元気教室」支援 9 （中止）市連合：グラウンドゴルフ大会

21 （中止）第１４回乙金東区運動会 18 市連合：理事会 21 （中止）乙金東区運動会　支援
28 廃品回収 22 ミニデイ健康づくり「足元気教室」 28 廃品回収 23 市連合：女性部研修会

社会福祉協議会会員募集

7 4 隣組長会 10 （中止）福祉部会視察研修 10 （中止）区・福祉部会視察研修 参加 4 定例会 10 （中止）福祉部会視察研修支援
6 大野城市　土砂災害警報発令 （中止）出前講座
7 大野城市　土砂災害警報発令 10 （延期から中止へ） 18 役員会 16 乙金東教室　講義
10 大野城市　土砂災害警報発令 ミニデイ「しののめ会」代替事業 日本人の食事摂取基準2020年度版について

18 防災リスクマップ（緊急避難地図）づくり：１回目 22 役員・幹事会
19 （中止）夏まつり・櫓組 13
20 幹事会 25 （中止）夏まつり
22 運営委員会
25 （中止）乙金東区夏まつり　 25 （中止）乙金東区夏まつり　支援 25 （中止）夏まつり本番「出店」
26 （中止）乙金東区夏まつり後片づけ＋反省会 27 ミニデイ健康づくり「足元気教室」 26 （中止）夏まつり・後片付け 7 （中止）市連合：囲碁・将棋大会 25 （中止）乙金東区夏まつり　支援
27 青色パトロール（27日～31日） 17 市連合：理事会 　「接客係」担当

（延期）おおの山城大文字タオル（大野城市）

8 1 隣組長会 8 1 1 定例会 8 （中止）子育て支援「子ども達公民館へ大集合」支援

23 廃品回収 1 （中止）ラジオ体操　（1～31）
29 幹事会 - （中止）定例会及び夏まつり反省会 22 役員会
30 運営委員会 19 第３回福祉部会定例会・ケア会議 23 廃品回収 28 役員・幹事、防犯・迷惑パトロール 20 乙金東教室　講義

骨を丈夫に！骨粗しょうを予防しよう

5 （中止）市連合：女性部交流研修会
20 市連合：理事会

24 ミニデイ健康づくり「足元気教室」 24 ミニデイ健康づくり「足元気教室」支援 27 市連合：広報部主宰健康講座

9 5 隣組長会 1 愛の一声運動
5 防災リスクマップ（緊急避難地図）づくり：２回目 10 ミニデイ「高齢者研修バス旅行」 5 定例会（出前講座）
12 敬老の日・祝いコーナー設置準備 敬老会は中止 10 ミニデイ「高齢者研修バス旅行」支援

13 敬老の日・祝いコーナー及び作品 25 社会奉仕の日（パトロール・道路の清掃）

展示　（9/13～25） 25 役員・幹事合同会
14 青色パトロール（14日～18日） 14 29 東地区GG大会（団体戦） 17 乙金東教室　講義＆軽い運動
17 （中止）公民館学習（大野東小） （軽い運動）
21 （中止）「敬老の日」記念式典及び祝賀会

26 （延期）おおの山城大文字まつり（大野城市） 21 21 15 （中止）市連合：シニアの集い
27 （延期）おおの山城大文字まつり（大野城市） 23 市連合：理事会
27 ３B親睦グラウンドゴルフ大会
28 幹事会 28 ミニデイ健康づくり「足元気教室」 28 ミニデイ健康づくり「足元気教室」支援 21 （中止）敬老会の日記念式典　支援
30 運営委員会

10 3 隣組長会 12 3 定例会
4 １B親睦グラウンドゴルフ大会 17 役員会
- （中止）クリーン作戦（大野東小)

11 （中止）第17回 東コミMADOKAれくスポ祭 21 第４回福祉部会定例会・ケア会議 23 社会奉仕の日：（パトロール・道路の清掃） 11 （中止）東コミＭＡＤＯＫＡれくスポ祭　支援

16 会計監査（上期） 役員・幹事会 （うどんコーナー担当）
17 （中止）東っ子まつり（大野東小） 26 25 廃品回収
18 ２B親睦グラウンドゴルフ大会 26 ミニデイ健康づくり「音楽サロン」支援 15 乙金東教室　講義
22 （中止）公民館学習（大野東小） 15 市連合：理事会 （身体活動量をアップしよう）
25 廃品回収 29 - （中止）研修旅行 20 市連合：女性部研修
31 幹事会 22 県老連高齢者相互支援リーダー研修会

赤い羽根共同募金・個別募金

11 1 運営委員会 6 ミニデイ「ミニ寄り合い」 7 定例会及び、第１回赤い羽根協同募金 6 ミニデイ「ミニ寄り合い」支援
1 一斉清掃 - （中止）定例会 出前講座
7 隣組長会 9 18 19 乙金東教室　講義
9 青色パトロール（9日～13日） 高齢者の健康と栄養-低栄養・フレイル予防-

12 （中止）公民館学習（大野東小） 14 花いっぱい運動（花苗植え） 21 役員会
12 那珂県土整備事務所（県道飯塚大野城線道路説明会） 27 役員・幹事会 28
13 花いっぱい運動（花苗入荷） 27 社会奉仕の日：（パトロール・道路の清掃）

18 防災訓練（感染症対応）区４役ほか （給食訓練：　　　食分）
22 （中止）第17回 東地区コミュニティ「文化祭」

27 青色パトロール（夜間）
28 （縮小）市民総ぐるみ防災訓練＆乙金東区自主防災訓練 30 ミニデイ健康づくり「音楽サロン」 5 グラウンドゴルフ大会決勝戦参加　
28 幹事会 10 広報部主宰講演会　
29 運営委員会 19 理事会

共同募金・個別募金 24 女性部交流研修会

12 5 隣組長会　 6 （中止）ふれあい福祉餅配布 5 6 （中止）餅つき大会　支援
6 （中止）餅つき大会 ・・・代替事業 （豚汁作り：100食分）
6 防災訓練（感染症対応）幹事会・運営委員会等 6 防災訓練（感染症対応） 19 役員会
26 幹事会 25 役員・幹事及び会員
26 年末警戒パトロール（４役） 16 第５回福祉部会定例会・ケア会議 17 乙金東教室　講義
27 廃品回収 19 （中止）ミニデイ「お正月飾り」作り 27 廃品回収
27 （中止）運営委員会 ・・・代替事業

共同募金・個別募金 21 ミニデイ健康づくり「音楽サロン」 16 市連合：理事会

1 9 （中止：積雪）隣組長会 9 （雪のため中止）定例会と出前講座
11 成人の日 - （中止）新年会 16 役員会
12 青色パトロール 25 22 （中止）役員・幹事会
13 （中止）青色パトロール（13日～15日） 22
14 （中止）公民館学習（大野東小）
23 役員選考委員会（第１回）
30 （中止）幹事会 21 市連合：理事会
31 （中止）運営委員会

飲酒・喫煙と健康
-適正飲酒と喫煙について-

（縮小）市民総ぐるみ防災訓練＆
乙金東区自主防災訓練　支援

東地区グラウンドゴルフ大会
（芸能大会代替）

定例会及び第２回赤い羽根協同
募金締切

東地区コミュニティ運営協議会専
門部会　福祉部　第6回定例会

東地区コミュニティ運営協議会専
門部会　福祉部　第5回定例会

第１回：ミニデイ健康づくり
「音楽サロン」

（中止）ミニデイ健康づくり
「音楽サロン」

（中止）東地区コミュニティ
「番茶の会」

（中止）社会奉仕の日
（パトロール・道路の清掃）

（中止）子育て支援「子ども達公民
館へ大集合」

東地区コミュニティ運営協議会専門部
会　福祉部　第2回定例会

　　　　　　　　　　　令和２年度　乙金東区及び各種団体活動報告

新型コロナウイルスの影響で行事
すべて中止

「（中止）敬老の日」記念式典及び
祝賀会支援

役員OB会定期総会
（４月から８月へ延期）

「（中止）敬老の日」記念式典及び
祝賀会支援

東地区コミュニティ運営協議会専
門部会　福祉部　第4回定例会

（中止）役員・幹事、防犯・迷惑パト
ロール

第１回福祉部会定例会・ケア会議

東地区コミュニティ運営協議会専門部
会　福祉部　　第１回定例会＆総会

第２回福祉部会定例会・ケア会議

東地区コミュニティ運営協議会専
門部会　福祉部　第3回定例会

年末防犯・迷惑パトロール及び道
路ゴミ拾い
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月 日 乙金東区関係 日 福祉部会 日 役員OB会 日 シニアクラブ 日 食生活改善推進会

2 4 （中止）公民館学習（大野東小） 8 6 （中止）定例会と出前講座
6 （中止）隣組長会 18 乙金東教室　講義
7 （中止）東地区芸能大会（シニアクラブ） 20 役員会 慢性腎臓病について
20 （中止）東コミ：運営協議会合同研修会 17 第6回福祉部会定例会・ケア会議 20 定例会
21 （中止）役員研修会・・・代替事業 26 役員・幹事会　防犯迷惑パトロール（社会奉仕） 20
27 幹事会 20 26 社会奉仕の日（パトロール・道路の清掃）

28 廃品回収
28 運営委員会 22 28 廃品回収 18 市連合：理事会

企業募金・企業区費（2/17日～2/19日集金） 24 市連合：（中止）第7回体力測定 28 廃品回収

3 1 （中止）青色パトロール（1日～5日） 5 （中止）ミニデイ「ミニ寄り合い」 5 （中止）ミニデイ「ミニ寄り合い」支援 6 定例会 5 （中止）ミニデイ「ミニ寄り合い」支援
6 隣組長会:（２部制） 22 役員会

8
20 （中止）青少年育成部と青パト隊の交流会（東コミ） - 会計監査 26 18 乙金東教室「閉講式」
27 幹事会 10 第7回福祉部会定例会

19 会計監査

28 運営委員会 22 ミニデイ健康づくり「音楽サロン」 18 市連合：理事会

 東地区コミュニティ運営協議会定例会
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　：毎月

 要支護者の見守り活動 /月２回

月 日 子ども会育成会 日 地域貸出文庫 日 若手の会 日 ボランティア若葉会
4 - 新一年生記念品配布 （中止）本貸し出し　整理 2 子育て支援（わかばっ子）

（毎週土曜日　13：30～16：00） - 若手の会総会 大野城市こども未来館より
例会

26 （中止）廃品回収

5 （中止）本貸し出し　整理 - 芋苗植え 14 子育て支援（わかばっ子）
（毎週土曜日　13：30～16：00） ☆端午の節句

25 ミニデイ健康づくり「足元気教室」支援

（中止）

6 28 廃品回収 （中止）本貸し出し　整理 4 子育て支援（わかばっ子）
（毎週土曜日　13：30～16：00） - 畑作業 大野城市こども未来館より

18 まどか図書館より本２１冊
20 例会 5 （延期）ミニデイ「しののめ会」支援
- 廃品回収 22 ミニデイ健康づくり「足元気教室」支援

7 （中止）本貸し出し　整理 2 子育て支援（わかばっ子）
（毎週土曜日　13：30～15：30） - 畑作業 ☆七夕まつり

- 防犯パトロール 25 （中止）乙金東区夏まつり　支援

8 8 （中止）「子ども達公民館へ大集合」支援 - 本貸出し（9日～16日　夏休み） - 畑作業 6 子育て支援（わかばっ子）
・・・代替事業実施 （毎週土曜日　13：30～15：30） 大野城市こども未来館より

23 廃品回収 （中止）「子ども達公民館へ大集合」支援

子ども達へプレゼント70名 8
- 廃品回収

9 - 本貸出し（毎週：土13：30～15：30） - 芋収穫祭 3 子育て支援（わかばっ子）
☆お月見会

10 ミニデイ「高齢者研修バス旅行」支援

- 新しい本募集
21

10 25 廃品回収 - 本貸出し（毎週：土13：30～15：30） 1 子育て支援（わかばっ子）
大野城市こども未来館より

- 新しい本購入
- 研修会
- 廃品回収

26

11 1 ペタンク大会 - 本貸出し（毎週：土13：30～15：30） - 花いっぱい運動 5 子育て支援（わかばっ子）
14 花いっぱい運動 - 花いっぱい運動（花植え） 大野城市こども未来館より
15 赤い羽根共同募金

6 ミニデイ「ミニ寄り合い」支援
- （中止）東コミ「文化祭」出展

12 4 新役員選出 - 本貸出し（毎週：土13：30～15：30） 3 子育て支援（わかばっ子）
6 防災訓練 ☆一足早いクリスマス
27 廃品回収 - 忘年会

- 廃品回収 - （中止）「ふれあい福祉餅」支援
- 防災訓練参加

1 18 東地子連指導者研修会 - 本貸出し整理（1/8迄正月休み） 14 子育て支援（わかばっ子）
☆ぜんざい会（持ち帰り）

- （中止）本貸出し（毎週：土13：30～15：30）

2 - （中止）本貸出し（毎週：土13：30～16：00） 4 （中止）子育て支援（わかばっ子）
21 新旧役員引継ぎ みんなで自由に遊ぼう
24 全会員へお礼渡し

14 （中止）「みんなで遊ぼう会」
28 廃品回収 - 廃品回収 22

3 - ６年生卒業記念品渡し - 本貸出し（毎週：土13：30～15：30） 4 （中止）子育て支援（わかばっ子）
「地域で子育て」

- 反省会（総会） 大野城市こども未来館より
22 ミニデイ健康づくり「音楽サロン」支援

（中止）子育て支援「みんなで遊ぼ
う会」支援

役員・幹事会　防犯迷惑パトロール
（社会奉仕）

 区・運営委員会：毎月/最終日曜日

 区・運営委員会       ：毎月/最終日曜日

（中止）子育て支援「みんなで遊ぼ
う会」支援
（中止）ミニデイ健康づくり
「音楽サロン」

 食生活改善推進会　：毎月/第３木曜日 例会 　　　　      　：毎月/第１土曜日

 役員・幹事会　    ：毎月/第４金曜日  区・福祉部会         ：偶数月＋３月

 防犯・迷惑ﾊﾟﾄﾛｰﾙ  ：毎月/第４金曜日

 役員会　　　        ：毎月/第３土曜日

　　　　　　　　　       　　/第３水曜日

　　　　　　　　　　　/第３水曜日

 区・福祉部会   ：偶数月＋３月

 区・運営委員会：毎月/最終日曜日

 一斉清掃       ：６月・１０月　

　　　　　　　　　　　/第３水曜日

 幹事会　      　：毎月/最終土曜日　（原則）

 区・運営委員会：毎月/最終日曜日 区・運営委員会：毎月/最終日曜日

 区・福祉部会   ：偶数月＋３月

 社会福祉協議会定例会　　　：隔月

 廃品回収     　：偶数月/第４日曜日（原則）  区・運営委員会：毎月/最終日曜日

　　　　　　　　　　　/第３水曜日

 運営委員会    ：毎月/最終日曜日　（原則）
定
例
会
他

 区・福祉部会  　：偶数月＋３月

 隣組長会     　：毎月/第１土曜日　 （原則）

 区・福祉部会 　：偶数月＋３月

・わかばっ子　　：毎月/第１木曜日

 区・運営委員会   ：毎月/最終日曜日

　（１月・５月/第２木曜日）

令和２年度　乙金東区及び各種団体活動報告

 行政区長会    ：毎月/２５日　

定
例
会
他

 区・運営委員会：毎月/最終日曜日

　　　　　　　　　　　/第３水曜日

（中止）子育て支援「子ども達公民
館へ大集合」

「（中止）敬老の日」記念式典及び
祝賀会支援

第１回：ミニデイ健康づくり
「音楽サロン」支援

（中止）ミニデイ健康づくり支援
「音楽サロン」

（中止）東地区コミュニティ運営協議会
専門部会　福祉部：第7回定例会

東地区コミュニティ運営協議会専
門部会　福祉部：第8回定例会

 区・福祉部会　  　：偶数月＋３月

　　　　　　　　　　   　　/第３水曜日
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