
○ 一斉清掃（全区内）

　　・道路清掃、公園清掃その他草刈り等を実施した。

　　令和元年６月２日（日）

　　令和元年１１月３日（日）

○ 花いっぱい運動（６月・１１月）

○ 廃品回収（原則、実施月の第４日曜日）

　４月 　役員ＯＢ会・地域貸出文庫・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ若葉会・運営委員会・幹事会

　６月

　８月

１０月

１２月

　２月

　・シニアクラブ　（毎週：月曜日）

　・子ども　（毎週：土曜日、日曜日）

グラウンド不良に付き利用なし

　１ブロック役職員・体育委員・文化委員・運営委員会・幹事会

令和２年 　食生活改善推進会・３ブロック役職員・運営委員会・幹事会

　シニアクラブ・若手の会・運営委員会・幹事会

利用回数　　３３回／年
利用人数　１６５名／年

環境美化運動

花苗植え場所

令和元年 　各部活・運営委員会・幹事会

スポーツ振興

 公民館玄関前ﾌﾟﾗﾝﾀｰ

令和元年

 １丁目掲示板横花壇

シニアクラブ

幹事会

役員ＯＢ会

文化部・体育部食生活改善推進会

ペタンク

シニアクラブ

食生活改善推進会

　・大　人　（毎週：金曜日）

役員ＯＢ会

 公民館前花壇とﾌﾟﾗﾝﾀｰ

 安東整骨院前花壇

卓　　球

令和元年

令和元年

 月見ケ丘公園ﾌﾟﾗﾝﾀｰ

令和元年

ボランティア
若葉会

　２ブロック役職員・子ども会育成会・運営委員会・幹事会

　・毎週　（土・日曜日）

幹事会

役員ＯＢ会

令和元年／６月度 令和元年／１１月度

水やり花苗植え 水やり

子ども会育成会
若手の会

地域貸出文庫

ボランティア
若葉会

地域貸出文庫

役員ＯＢ会

幹事会 幹事会

令和元年度　事業報告（区が実施した主な事業）

花苗植え

文化部・体育部

子ども会育成会
若手の会
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・９月１６日　「敬老の日」記念式典 

◎祝金対象者（７５歳以上）・・・・・・・・・・・３０４名 

◎公民館招待対象者（７７歳以上）・・・・・２５５名

①回覧板：毎月（原則）

②乙金東区ニュース：　毎月発行（但し、5月号と2月号は休刊）

福祉関係

　　　毎月／第１土曜日　　　　　　　　　　 　 １９：００～　（原則）

　　　毎月／最終土曜日（臨時含む）　　　　１９：００～　（原則）

令和元年度　事業報告（区が実施した主な事業）

記念式典

　　　　幹事会

　　　　隣組長会

会　議

③ホームページ　　　：　随時更新

広　報

　　　偶数月＋３月／第３水曜日   　　　　　１９：００～　（原則）

　　　毎月／最終日曜日　　　　　　　　　　　 １９：００～　（原則）　　　　運営委員会

　　　　福祉部会

年 月 日 曜日 行事項目 対象者 内 容

5 27 月
ミニデイ健康づくり

「音楽サロン」
（5月～10月／第4月曜日実施）

65才以上
・基幹型地域包括支援センター

・血圧測定　・健康チェック
・音楽療法

6 7 金
ミニデイ
「しののめ会」

70才以上のお一人暮らし、
及び身障者（届出者）の方

・血圧測定　・健康チェック
・コミュニケーションマージャン
・ボウリング
・懇談食事会

7 12 金 福祉部会研修 福祉推進委員
・ムーンスター
・梅乃家（昼食）

8 17 土

子育て支援
「子ども達公民館へ大集合」
福祉部会、子ども会育成、
ボランティア若葉会

小学生
未就学児童（大人同伴）

夏休みの思い出作り
・そうめん流し

9 12 木
ミニデイ
「高齢者研修バス旅行」

70才以上のお一人暮らし、
及び身障者（届出者）の方

・ぶどう狩（龍頭園）
・浄安（昼食）

10 30 水 東コミ「番茶の会」 70才以上のお一人暮らし ・ロイヤルチェスター福岡

11 1 金
ミニデイ
「ミニ寄り合い」

65才以上
・血圧測定　・健康チェック
・健康体操　・輪投げ
・懇談食事会

12 8 日 ふれあい福祉餅配布
70才以上の一人暮らし
及び身障者（届出者）の方

福祉餅準備

12 22 日
ミニデイ
「お正月飾り作り」

65才以上 お正月飾り作り

2 15 土
子育て支援

「第19回みんなで遊ぼう会」
支援

小学生
未就学児童（大人同伴）

・輪投げ
・ボウリング
・バッゴー
・懇談食事会

3 6 金 ミニデイ
「ミニ寄り合い」

65才以上

・血圧測定　・健康チェック
・寸劇（振り込め詐欺）
・バッゴー
・懇談食事会

3 － － 会計監査
会長（区長）・福祉部長
会計

会計監査

3 11 水 定例会　反省会 福祉推進委員
2019年度
福祉事業報告

★お一人暮らしの方

★80歳以上の方
（要支援者登録申請者）

★80歳以上の方
（要支援者登録申請をしていなく
ても可。但し80歳未満の同居者が
いる場合は除く）

令和
２年

毎月　（２回） 見守り活動 見守り

令和
元年

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い中止

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い中止
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■ 令和２年１月　　新成人誕生　

乙金東区　  １１名　　　

☆区より記念品を贈呈いたしました

    4/8～4/12、　6/3～6/7、　

    7/22～7/26、　9/17～9/20、　

　　11/5～11/8、　12/23～12/26、　2/17～2/21

　　6/14、　11/22

　　　　　＜応援パトロール＞

　年末警戒パトロール

　　企業募金

延人数　１０５　名

　 市民総ぐるみ防災訓練
＆乙金東区自主防災訓練

　夜間巡回補導（東コミ青少年育成部）

　　12月26日

　　区役員４名

　東地区青色パトロール　     

防犯・防災関係

参加者　１００ 名

210，800円

　　１１月３０日　　　

令和元年度　事業報告（区が実施した主な事業）

募　　　　　金

　日本赤十字会員

30，000円

313，200円

239，500円　大野城市社会福祉協議会会員

182，700円

　福岡県共同募金会大野城市支会

　　赤い羽根　福岡県共同募金会

　　大文字タオル

青少年リーダー育成事業

　おおの大文字まつり委員会
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ｱｷﾗ　(有)アキラ建設 　土木建設

ｲｹﾏﾂ　(有)イケマツ 　電気製品

ｲﾄｳｺｳｷ　Ｉ・Ｔ・０㈱ 　タンク設備

ｲﾉｳｴｺｳｷﾞｮｳ　(株）井上興業 　土木建設

ｴﾑｹ　ーエムケー厨設（株） 　厨房設備

ｵｵﾉｼﾞｮｳｽｶｲ　大野城スカイゴルフセンター 　ゴルフ練習場

ｵﾄｶﾞﾅﾋﾞｮｳｲﾝ　医療法人同仁会　乙金病院 　医療

ｶｲｺﾞﾛｳｼﾞﾝ　医療法人同仁会　介護老人保健施設　くすの郷 　医療

ｶｽﾔｼｮｸﾋﾝ　粕屋食品㈱ 　食品

ｶﾝｷｮｳｶｶﾞｸ　（株）環境科学システム 　環境

ｷｭｳｺﾞｼｾﾂ　社会福祉法人仁風会　救護施設仁風園 　施設

ｷｭｳｼｭｳﾌｸﾔﾏ　九州福山通運㈱ 　運送・宅配

ｷｮｳﾘﾂｻﾝｷﾞｮｳ　（有）共立産業 　家屋解体

ｺｱﾄｼｾｯｹｲ　コア都市設計㈱ 　建築設計

ｺﾁﾉｻﾄ　東風の郷 　施設

ｻｷﾞｻｶ　㈱サギサカ　　　 　パーツ関連

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ  セブン-イレブン大野城乙金東１丁目店 　コンビニエンスストアー

ｾｰﾌﾃｨ　セ－フティ産業㈱ 　安全・レンタル

ﾀｲﾔﾁｯﾌﾟ　(有)タイヤチップセンタｰ 　タイヤ販売

ﾀﾞﾝｼﾞﾘ　地　車 　食堂

ﾄﾞﾗｲｱｲｽｵｵﾉｼﾞｮｳ　(有)ドライアイス大野城 　ドライアイス

ﾊｶﾀｸﾚｰﾝ　(有)博多クレーン工業 　クレーン

ﾋﾗﾔﾏ　（株）平山 　人工芝の施工　内外装

ﾌｸｵｶｹﾝｻﾞｲ　福岡建材㈱ 　建材

ﾏﾙﾌｼﾞ　（株）丸藤産業 　電気　設備

ﾐｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ　ＭＩＴ-ジャパン 　フェンス・工事

ﾔﾏｷ　やまき食堂 　食堂

ﾔﾏﾄ　ヤマト運輸㈱ 　運送・宅配

ﾏﾂﾅｶﾞｼｮｳｼﾞ(有)松永商事 　義肢材料　販売卸

ﾖｼﾀｹ　(有)ヨシタケ金物 　金物

（２９）

（７）

（２１）

（２２）

（２４）

（２）

企　業　区　費

（５）

（４）

（３）

（１）

■企業区費　　下記の企業様より区費をいただきました。（５０音順）

（１１）

（９）

（２０）

（２７）

（１４）

（１０）

（１９）

（１６）

（１７）

（２８）

（２３）

（３０）

（１８）

（１３）

（８）

（２６）

（２５）

（１５）

（６）

（１２）

令和元年度　事業報告（区が実施した主な事業）

6  



≪福岡県那珂県土整備事務所≫

　  □平成３１年４月～令和２年２月末まで

　　　　実施した工事はありません

≪福岡県筑紫保健福祉環境事務所 環境指導課≫

　  □平成３１年４月～令和２年２月末まで

　　【井の山焼却施設】

　　  ②今後の指導方針

　  □平成３１年４月～令和２年２月末まで

　  ※防犯灯・道路照明等修理及び新設

　  　・修理件数　　　防犯灯・・・０基　　　　道路照明・・・０基

　  □平成３１年４月～令和２年２月末まで

　  □平成３１年４月～令和２年２月末まで

該当事業はありません

　　　    当該事業所で不法行為が行われないよう、警察等関係機関と連携を図りつつ、引き続き定期的な
　 立入検査を行う

  　　・新設件数　　　防犯灯・・・６基　　　　道路照明・・・０基

≪公園街路課≫

≪建設管理課工事≫

　　　①立入検査の回数　・・・　５７　回　

令和元年度　事業報告（県が実施した主な事業）

≪安全安心課≫

令和元年度　事業報告（市が実施した主な事業）
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大野城市 いこいの森ロードレース

大野城市 食生活改善推進会

大野城市 市民吹奏楽団

東地区コミニュティ 東地区コミュニティ運営協議会総会

東地区コミニュティ 東地区コミュニティ運営協議会福祉部会総会

大野東中学校 入学式

大野東小学校 入学式

大野東幼稚園 入園式

乙金保育園 入園式

大野城市 男女平等参画条例制定記念講演会

東地区コミニュティ ＮＰＯ法人共働のまち大野城東コミ社員総会

東地区コミニュティ 東地区コミュニティ運営協議会　健やかカルタ会

大野東中学校 運動会

大野東小学校 運動会

東地区コミニュティ 高齢者見守り事業

緑のトラスト協会 「さくらの森」整備作業

大野東小学校 公民館学習（６月～翌年２月迄／原則、月１回）

大野東小学校 田植え

井の口区 グラウンドゴルフ大会

乙金区 グラウンドゴルフ大会

中区 レクスポ祭

大池区 レクスポ祭運動会

仁風園 創立記念式典

大野城市 盆踊り講習会

大野城市 大文字太鼓とその仲間たち

東地区コミニュティ コミ別人権同和研修会

釜蓋区 おおき納涼まつり

乙金台区 ふるさと祭り

乙金区 夏まつり

福岡県 福岡県公民館大会

大野城市 消防操作法大会

井の口区 夏まつり

大池区 夏まつり

中区 夏まつり

くすの郷 夏祭り

大野城市 おおの山城大文字まつり

大野城市 まどかりんピック総合開会式

大野東小学校 稲刈り

乙金保育園 運動会

４月

９月

７月

８月

６月

大野城市・東コミュニティセンター・学校他関連行事

５月

8  



筑紫地区 安全安心まちづくり推進大会

大野城市 大野城市戦没者追悼式

東地区コミニュティ ＭＡＤＯＫＡれくスポ祭

大野東中学校 文化発表会

大野東小学校 クリーン作戦

大野東小学校 東っ子まつり

大野東幼稚園 運動会

乙金保育園 運動会

釜蓋区 大運動会

大野城市 福祉まつり

大野城市 まどかフェスティバル

大野城市 大野城市表彰式

大野城市 市民総ぐるみ防災訓練

東地区コミニュティ 文化祭

東地区コミニュティ 番茶の会

大野東小学校 創立５０周年記念

仁風園 仁風祭

大野城市 ジュニアときめき文化祭

大池区・乙金台区 どんぽの森「光の祭典」

福岡県 筑紫地区人権同和研修会

大野城市 成人式「まどかぴあ」

大野城市 人権同和教育研究大会

大野東小学校 あいさつ運動

消防出初式

大野城市商工会　　 新年名刺交換会

福岡県 福岡地区公民館大会

福岡県 公民館実践交流会

大野城市 学校運営協議会推進大会

大野城市 公民館長、副公民館長大会

大野城市 アスカ―ラ共生フォーラム

大野城市 さくらの森整備活動

東地区７区 東地区芸能大会（シニアクラブ）

乙金台区 梅まつり

大野城市 復興の夕べ

大野城市 筑紫地区同和研究大会

大野城市 地域女性リーダー育成講座

東地区コミニュティ 青色パトロール隊と青少年育成部交流会

大野東中学校 卒業証書授与式

大野東小学校 卒業証書授与式

大野東小学校 学校運営協議会

大野東幼稚園 終了証書授与式

乙金保育園 卒園式

１２月

１１月

大野城市・東コミュニティセンター・学校他関連行事

１月

３月

２月

１０月

春日・大野城・那珂川

「新型コロナウイルス感染症」拡大に伴い中止

「新型コロナウイルス感染症」拡大に伴い中止

「新型コロナウイルス感染症」拡大に伴い中止

「新型コロナウイルス感染症」拡大に伴い中止

「新型コロナウイルス感染症」拡大に伴い中止

「新型コロナウイルス感染症」拡大に伴い
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① ⑭

② ⑮

③ ⑯

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪ ① 編　物
月

３回

⑫ ② すみれ会（Ｂ）
月

３回

⑬ ③ すみれ会（Ａ） スポット

　なの花グループ

公民館活動

　地域貸出文庫

各種団体名（部活含）

　シニアクラブ

　役員ＯＢ会

　福祉部会

公民館活動

令和元年度　各種団体（各部含）及び教室

　シニアクラブ（コーラス） 副島 スミヱ

　食生活改善推進会

　グラウンドゴルフ同好会

副島 スミヱ

教室名 代表者

　親睦ゴルフ会（Ｏ・Ｈ・Ｇ会）

　シニアクラブ（卓球）

　シニアクラブ（たんぽぽ）

　体育部

　ボランティア若葉会

　文化部

　若手の会

公民館教室

副島 スミヱ

　子ども会育成会

各種団体名（部活含）
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