
令和２年度　乙金東区及び各種団体活動予定表

各種団体 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 定例会他

乙金東区関係 乙金東区定期総会 区：運動会 区：夏まつり 会計監査
市民総ぐるみ防災訓練
＆乙金東区自主防災訓練

餅つき大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新成人のお祝 役員研修会 幹事会　　　：毎月/最終土曜日

会計監査 一斉清掃 やぐら組（夏まつり） １B親睦GG大会 一斉清掃 運営委員会：毎月/最終日曜日

新旧幹事会 花いっぱい運動 ２B親睦GG大会 ３B親睦GG大会 隣組長会　 ：毎月/第１土曜日

消火訓練（事務所） 田植え支援（大野東小） クリーン作戦（大野東小） 花いっぱい運動 行政区長会：毎月/２５日

地域貢献活動（大野東中） 番茶の会（東コミ） 東地区ｺﾐｭﾆﾃｨ文化祭（東コミ） 公民館学習（大野東小）/第３木曜日

東コミＭＡＤＯＫＡ れくスポ祭（東コミ）

青色パトロール（夜間） 東っ子まつり（大野東小） 青色パトロール（夜間）

青色パトロール 青色パトロール 青色パトロール 青色パトロール 青色パトロール 青色パトロール 青色パトロール

廃品回収 廃品回収 廃品回収 廃品回収 廃品回収 廃品回収

福祉部会 ミニディ健康づくり ミニディ健康づくり ミニディ健康づくり ミニディ健康づくり ミニディ健康づくり ミニディ健康づくり ミニディ健康づくり ミニディ健康づくり ミニディ健康づくり ミニディ健康づくり ミニディ健康づくり 福祉部会 ：偶数月/第３水曜　３月/第2水曜

（足元気教室） （足元気教室） （足元気教室） （足元気教室） （足元気教室） （音楽サロン） （音楽サロン） （音楽サロン） （音楽サロン） （音楽サロン） （音楽サロン） 区・運営委員会：毎月/最終日曜日

ミニディ「しののめ会」 子育て支援 ミニディ「ミニ寄り合い」 ふれあい福祉餅配布 ミニデイ「ミニ寄り合い」 要援護者の見守り：月２回

福祉部会視察研修 （子ども達公民館へ大集合） 番茶の会（東コミ） 会計報告・監査

区：運動会支援 区：夏まつり支援 「敬老の日」記念式典支援

第1回福祉部会定例会 第2回福祉部会定例会 第3回福祉部会定例会 第4回福祉部会定例会 第5回福祉部会定例会 第6回福祉部会定例会 第7回福祉部会定例会 社会福祉協議会定例会：偶数月

役員OB会 役員OB会定期総会 研修旅行 定例会 定例会（夏まつり反省会） 定例会 新年会 定例会 区・運営委員会：毎月/最終日曜日

花いっぱい運動 夏まつり準備＆本番出店
（話し合い：用具点検：後片付）

花いっぱい運動 「ふれあい福祉餅配布」支援 会計監査

「ミニディ健康づくり」支援 「ミニディ健康づくり」支援 「ミニディ健康づくり」支援 「ミニディ健康づくり」支援 「ミニディ健康づくり」支援 「ミニディ健康づくり」支援 「ミニディ健康づくり」支援 「ミニディ健康づくり」支援 「ミニディ健康づくり」支援 「ミニディ健康づくり」支援 「ミニディ健康づくり」支援 福祉部会 ：偶数月＋３月/第３水曜日

ミニディ「しののめ会」支援 「福祉部会視察研修」支援 「子ども達公民館へ大集合」支援
ミニデイ「高齢者研修バス旅
行」支援

ミニディ「ミニ寄り合い」支援 ミニデイ「お正月飾り作り」支援
子育て支援
「みんなで遊ぼう会」支援

ミニデイ「ミニ寄り合い」支援 福祉部会支援

廃品回収 廃品回収 廃品回収 廃品回収 廃品回収 廃品回収

シニアクラブ 総会＆定例会 定例会（出前講座） 定例会 定例会 定例会 定例会
（出前講座：祝敬老会）

定例会 定例会（出前講座） 定例会（忘年会） 定例会（新年会） 定例会（出前講座） 定例会 定例会          ： 毎月/第１土曜日

役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会          ： 毎月/第３土曜日

グラウンドゴルフ 一泊二日の旅 会計監査 役員・幹事会  ： 毎月/第４金曜日

防犯迷惑パトロール： 毎月/第４金曜日

区・運営委員会：毎月/最終日曜日
市連合会/新旧理事会：定期
総会

市連合会/ゲ-トボール：理事
宿泊研修：理事会：ペタンク

市連合会/理事会：グラウンド
ゴルフ（個人戦）

市連合会/囲碁・将棋大会：理
事会：講演会

市連合会/理事会 市連合会/シニアの集い表彰
式：理事会

市連合会/ グラウンドゴルフ
（団体）：理事会

市連合会/講演会：理事会 市連合会/理事会 市連合会/理事会：暫定新正
副会長報告

市連合会/理事会：体力測定 市連合会/理事会 福祉部会 ：偶数月＋３月/第３水曜日

福祉部会支援

乙金東教室 乙金東教室 乙金東教室 乙金東教室 乙金東教室 乙金東教室 乙金東教室 乙金東教室 　　：毎月/第３木曜日

（日本人の食事：摂取基準） （親子料理教室に向けて） （骨を丈夫に：骨粗しょう症を予防） （身体活動量をアップしよう） （高齢者の健康と栄養） （飲酒・喫煙と健康） （慢性腎臓病について） 区・運営委員会：毎月/最終日曜日

区・運動会支援 区・夏まつり支援 「敬老の日記念式典」支援 福祉部会 ：偶数月＋３月/第３水曜日

花いっぱい運動 福祉部会支援

廃品回収 廃品回収

子ども会育成会 新一年生記念品渡し 運動会（大野東小） ユニカール大会 区・夏まつり支援「出店」 子ども達公民館へ大集合 敬老の日記念式典支援 東コミMADOKAれくｽﾎﾟ祭 餅つき大会 新役員選出 みんなで遊ぼう会支援 ６年生卒業記念品渡し 役員会            ：不定期

東地子連新旧役員総会 健やかカルタ大会 校区安全対策推進協議会 廃品回収　　　　 大文字まつりパレード 東っ子まつり ハートフルプロジェクト 新旧役員引き継ぎ 総会・発表会 区・運営委員会：毎月/最終日曜日

区・運動会支援 ラジオ体操 インリーダー研修会 インリーダー研修会 東コミ文化祭支援 福祉部会 ：偶数月＋３月/第３水曜日

インリーダー研修会 ハートフルプロジェクト 福祉部会支援

地域貸出文庫 本貸し出し 本貸し出し 本貸し出し 本貸し出し 本貸し出し 本貸し出し 本貸し出し 本貸し出し 本貸し出し 本貸し出し 本貸し出し 本貸し出し 区・運営委員会：毎月/最終日曜日
（毎週土13：30～16：00） （毎週土13：30～16：00） （毎週土13：30～16：00） （毎週土13：30～16：00） （毎週土13：30～16：00） （毎週土13：30～16：00） （毎週土13：30～16：00） （毎週土13：30～16：00） （毎週土13：30～16：00） （毎週土13：30～16：00） （毎週土13：30～16：00） （毎週土13：30～16：00）

総会 夏まつり 新しい本募集 本購入 東っ子まつり 花いっぱい運動 文庫研修

廃品回収 「敬老の日」記念式典支援

若手の会 若手の会総会 芋苗植え 畑作業 畑作業 畑作業 芋収穫祭 文化祭支援（東コミ） 餅つき支援 役員決め 区・運営委員会：毎月/最終日曜日

区運動会支援 区・夏まつり「出店」 忘年会　　　　　　　OR 新年会

防犯パトロール 防犯パトロール

ボランティア わかばっ子 わかばっ子 わかばっ子 わかばっ子 わかばっ子 わかばっ子 わかばっ子 わかばっ子 わかばっ子 わかばっ子 わかばっ子 わかばっ子 わかばっ子       ：毎月/第１木曜日

若葉会 （地域で子育て）
こども未来館より

(端午の節句) （地域で子育て）
こども未来館より

(七夕まつり) （地域で子育て）
こども未来館より

（お月見会） （地域で子育て）
こども未来館より

（地域で子育て）
こども未来館より

（一足早いクリスマス会） （ぜんざい会） （自由に遊ぼう） （ひなまつり）   （1月・5月は第２木曜日）

区：運動会支援 「敬老の日」記念式典支援
「ふれあい福祉餅」
支援

お兄ちゃんお姉ちゃんと遊ぼ
う会

（地域で子育て）
こども未来館より

区・運営委員会：毎月/最終日曜日

ミニディ
「しののめ会」支援

区夏まつり支援「出店」 子育て支援 ミニディ「ミニ寄り合い」支援
ミニデイ「お正月飾り作り」支
援

福祉部会 ：偶数月＋３月/第３水曜日

廃品回収 花いっぱい運動 福祉部会視察研修支援 （子ども達公民館へ大集合）
東コミ文化祭出展 餅つき大会支援 福祉部会支援

廃品回収 役員OB会 １B役職員 ２B役職員 シニアクラブ 各部会 食生活改善推進会 偶数月の第４日曜日（原則）

（担当） 地域貸出文庫 体育委員 子ども会育成会 若手の会 ３B役職員

ボランティア若葉会 文化委員

運営委員会 運営委員会 運営委員会 運営委員会 運営委員会 運営委員会

幹事会 幹事会 幹事会 幹事会 幹事会 幹事会

募金 日本赤十字募金 共同募金（赤い羽根／企業）

企業区費

乙金東教室：
閉講式

（３月→４月へ変更：
新型コロナウイルス感染症
拡大に伴い）

東コミＭＡＤＯＫＡ れくス
ポ祭「うどんコーナー」支援

市民総ぐるみ防災訓練
＆乙金東区自主防災訓
練支援（給食訓練）

東地区コミュニティ運営協議会定例会
隔月/月曜日

乙金東教室：
視察研修

区・餅つき大会支援
（豚汁作り）

役員・幹事・防犯・迷
惑防パト

ミニデイ「お正月飾り
作り」

役員・幹事・防犯・迷
惑防パト

役員・幹事・防犯・迷
惑防パト：合同会議

役員・幹事・防犯・迷
惑防パト

役員・幹事・防犯・迷
惑防パト

役員・幹事・防犯・迷
惑防パト

東コミ青少年育成部と青
パト隊の交流会（東コミ）

ミニデイ「高齢者研修
バス旅行」

市：おおの山城大文
字まつり支援

年末警戒パトロール
（４役）

役職員親睦グラウンド
ゴルフ大会

「敬老の日」記念式典
及び祝賀会

子育て支援
「みんなで遊ぼう会」共催

役員選考委員会
（第1回）

東コミ運営協議会合
同研修会（東コミ）

食生活改善
推進会

乙金東教室：
開講式

役員・幹事・防犯・迷
惑防パト

役員・幹事・防犯・迷
惑防パト

役員・幹事・防犯・迷
惑防パト

「高齢者研修バス旅行」
支援

役員・幹事・防犯・迷
惑防パト

役員・幹事・全員で
月見ケ丘公園一斉清掃

役員・幹事・防犯・迷
惑防パト

市子連新旧役員総
会・研修会（前期）

子育て支援
「みんなで遊ぼう会」

ミニデイ「ミニ寄り合い」支援

社会福祉協議会会員
募集

乙金東教室：
閉講式

共同募金
（赤い羽根／戸別）

おおの山城大文字ま
つりタオル

共同募金
（赤い羽根／戸別）

共同募金
（赤い羽根／戸別）

花いっぱい運動
（花苗植え）

東地子連指導者研修
会（後期）
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