平 成 ３０年 度 玉 島 地 区 行 事 予 定 協 力 体 系 づくり
日程

玉島幼稚園

･入園 ･進級式
４

･園外散歩

玉島保育園

･入園式 ･進級式 4/2
･交通安全教室 4/19
･子どもの日の集い 4/27
･クラス懇談会 4/28～

･こどもの日の集い
５

･参観 懇談

･年間計画作成

･入りこみ参観/乳児 ５/２８～

･修学旅行 6 年 5/29.30

･保育参観

･保育参観 6/1

･日曜参観 6/3

･プール開き

･田植え 6/5

･水泳開始 6/13(水)

･スキップ広場

･プラネタリウム見学 6/28

･個人懇談(6/27.28.29)

･夕涼み会(保護者会)

･終業式(7/20)

･プールあそび

･夏休み(7/21～)

･スキップ広場
･夏まつり(PTA)

･水泳指導

･終業式

８

･委員選出

･地区児童会 5/23

･七夕の集い
７

･始業式 4/9

･園外保育 5/23

･家庭訪問 ･保育参観

･幼･小交流(プール)

･プールあそび
･プールじまい

玉小ＰＴＡ

･PTA 活動説明

･家 庭 訪 問 5/7.14.15.16

･休日参観 5/19

子ども会･玉子連

･入学式 4/6

･クラス懇談会 5/12

･園外散歩 ･園外保育

６

玉島小学校

･愛パト
･実行委員会 5/12
･要点監視
･年度始め総会 6/3
･キックベースボール
及びソフトボール

･自然宿泊体験学習 5 年(8/27.28)

･愛パト

･役員会議 4/27

･総会 5/11
･青健協(略称)

･ソフト&キック
地区大会協力
･クリーン作戦(6/24)

･予備日 6/16.17

･要点監視

･広報誌発行予定

･茨木市子ども会親善

･実行委員会 7/14
･PTA だより発行

･7/21～22 (南青少年広場)

･愛パト

･7/23 予備日

･要点監視

５

･玉島人権啓発(委)

･実行委員会 6/16

スポーツ中央大会

日程

４

･予選会 6/10

･水泳指導
･始業式(8/27)

･朝のあいさつ運動

玉小青健協

･ラジオ体操

６

７

(7/21～8/26)

･前日準備
･玉島まつり 8/25

･玉島まつり 8/25
･翌日片づけ

･連合水泳大会６年(8/29)

･要点監視

･プール参観

･実行委員会 9/8

･玉島まつり 8/25

８

･役員会 8/31

･始業式 ･お月見の集い
･プールじまい
９

･保育参観 ･敬老参観
･スキップ広場

･おじいちゃん 9/14
･おばあちゃん 9/14

･ウォークラリー下見
･運動会 (9/29)

９

･小学校運動会 9/29

･ふれあいサロン

･運動会(10/8)
10

･スキップ広場
･園外保育
･総合展 ･園外保育

11

･スキップ広場
･こどものつどい

･稲刈り 10/16
･運動会 10/20

･園外保育 11/5
･消防署避難訓練

･ふれあいサロン

･実行委員会

･連合運動会 6 年(10/17)

前日と当日取組み

･地区児童会(10/31)

･お楽しみ会(映画会)

･遠足１～４年(?)

･ウォークラリー説明会

･参観･懇談(11/1,7)

･実行委員会

･校内音楽会 4.5.6 年(11/2)

･ウォークラリー11/18

･連合音楽会 (11/6)

･ウ ォ ー ク ラ リ ー ( 1 1 / 1 8 )

･個人懇談(11/30)

･要点監視

･作品展(12/1)
･音楽会 ･園外保育
12

･生活発表会 12/15(土 )

･終業式(12/21)

･お楽しみ会

･もちつき 12/26(水)

･冬休み(12/22～)

･かるた大会 (12/8)

/1

･始業式
･スキップ広場
･交通安全教室
･節分の集い

２

･むかしあそび 1/7～

･生活発表会

･小学校一日体験入学 2/12
･ごっこ参観 2/15

･小学校一日体験入学
･クラス懇談会 2/23
･スキップ広場 ･園外 保 育
･お楽しみ会(0･1 歳) 3/2

３

･ひなまつりの集い

･おわかれ会

･お別れ会

･クラス懇談会 3/2･3/9

･卒園 ･修了式

･卒園式(5 歳児)3/23(土)
･修了式(在園児)3/25(月)

･ウォークラリー反省会
･愛パト

･始業式 (1/8)

･実行委員会

･マラソン大会(1/22)

･愛パト

･遠足６年(1/未定)

･要点監視

･児童会活動玉島まつり

･球技大会

･新入生体験入学
･参 観 懇談 1.3.5 年 (2/21)

10

･役員会 10/31

･玉島ふれあい
ウォークラリー(11/18)

11

･人権講演会(11/24)

･かるた大会(12/8)協力

12

･要点監視

･終業式
H31

･平田中クリーン事業(10/20)参加

･ＰＴＡだより

･個人懇談(12/3,5,7)

･スキップ広場

･愛パト

･地区体育祭(10/7)参加

･ドッジビー大会
(2/16)

･実行委員会
･愛パト

･参観懇談 2.4.6 年(2/22)

･要点監視

･地区児童会 (3/6)

･年度末総会

･卒業式 (3/18)

･新旧引継ぎ

･修了式 (3/22)

･PTA だより発行

･春休み (3/23～)

･愛パト ･要点監視

＊協力体系づくり 通達及び配布物など 毎月 15 日までに 各自治会宛 お届け願います。

・広報誌編集委員会

H31
/1

･ドッジビー大会参加

２

･役員会(3/22)

３

･「玉島せいけん」発行

平成 30 年５月 28 日

平 成 ３０年 度 玉 島 地 区 行 事 予 定 協 力 体 系 づくり
日程

平田中学校
･入学式 4/9

４

･参観 懇談 4/13
･創立記念日 4/16

平中ＰＴＡ

平中青健協

･役員会運営委員会
･委員総会

･運営部会(4/19)

･中間試験 5/17,18
･校外学習 1,2 年(5/29)

･避難訓練 6/8
６

･土曜参観 6/9
･期末考査 6/27～29

･運営部会(5/17)
･役員会運営委員会

行事計画等

７

･終業式 (7/20)

日程

４
･活動計画打合せ

･中間考査 5/22～28
･駅前募金 5/29,30

･ホスト家族募集チラシ
玉島,水尾,葦原,白川地区配布

５

･駅前募金 (5/29.30)

･運営部会(6/7)
･役員会運営委員会
･ＰＴＡ総会

(理事会総会等準備)
･役員会理事会(6/21)
･第１回総会(6/21)
･教育問題懇談会 (7/6)

･三者懇談 7/11～7/18

･入学式 4/9

･校外学習(1.2.3 年) 5/2

･修学旅行 3 年(5/28.29.30)

がんばろう!つばさネットワーク

･始業式 4/9
組織等確認

･家庭訪問 4/20～27

５

北摂つばさ高校

･地域井戸端会議

･運営部会(7/14)(定例会議)

･役員会運営委員会

･市内パトロール(7/12.13)

･運営委員会だより

･ラジオ体操(7/21～8/26)

･修学旅行 2 年 6/19～22
･中高連絡会 6/19,20

･期末考査 (7/2～9)
･駅前募金 (7/10,11)
･終業式 (7/20)

･ホスト家族募集
第一次〆切 6/15

６

･駅前募金 (7/10,11)
･現地ボランティア気仙沼へ

７

第 10 回 7/13～17 50 人

･地区巡回(7/21～9/1)

８

･地区巡回(7～9 月)

･地域パトロール(8/3.4.5)

･夏季巡回指導

･地域パトロール(8/19)

･始業式(8/27)

･玉島まつり(8/25)

･役員会運営委員会
９

･文化発表会 (9/14)

･文化祭参加

･運営部会(9/20)
(クリーン事業)

･始業集会(8/24)

･ホスト家族説明会 8/24

･オープンスクール(8/25)

８

･体育祭 (9/4)
･文化祭 (9/8)

９

･中間考査 (10/12～18)

10

･役員会理事会(9/27)
･体育大会(10/11)

･役員会運営委員会
･体育大会参加

10
･中間考査 (10/18,19)

･青健大会参加

･平田中青健新聞(10/1)
･｢クリーン事業｣(10/20)

･オープンスクール(10/29)

･職場体験 (11/1,2)
･茨木市総合展(11/3～6)
11

･授業参観(11/8)

･運営部会(11/22)

･避難訓練(11/20)

･市民活動フェスタ

11

(グランドゴルフ大会)

･期末考査(11/28,29,30)

12

H31
/1

･期末考査 (11/30～12/7)

･役員会運営委員会

12

･終業式(12/21)

･始業式 (1/8)
･避難訓練 (1/17)

･終業式 (12/21)
･茨木市成人式 (1/14)
･役員会運営委員会

スタッフ参加
･役員会議 (1/17)
(グランドゴルフ大会)

２

３

･新入生保護者説明会(2/8)

･役員会運営委員会

･私学入試(2/9～10)

･青健協スポーツ大会参加

･授業参観 1,2 年(2/5)

･PTA 年度末総会

･学年末考査 1,2 年 (2/26.27,28)

･市 P 大会参加

･公立入試 (3/12)

･役員会運営委員会

･卒業式 (3/14)

･運営委員会だより

･修了式 (3/22)

･新旧役員引き継ぎ

･始業式 (1/8)
･オープンスクール(1/19)

H31

･授業発表会 (1/16,17)

/1

･学年末考査 3 年(1/28～2/1)

･ホスト家族説明会 1/25

･グランドゴルフ大会(2/3)
･運営部会 (2/14)
年度末総括

･役員会･理事会 (3/20)
･第２回総会 (3/20)

２

･学年末考査 1,2 年(2/18～26)
･卒業式 (2/28)

＊気仙沼高校生

･入試 (3/11)

･大阪招待 3/23～25

･終了式 (3/14)

･ホスト家族反省会 3/25

＊協力体系づくり 通達及び配布物など 毎月 15 日までに 各自治会宛 お届け願います。

３

平成 30 年５月 28 日

平 成 ３０年 度 玉 島 地 区 行 事 予 定 協 力 体 系 づくり
日程

玉島公民館

玉島まつり
･代表者会議開催 4/19

４

･役員会議(4/15)

･開催を決定

･運営委員会(4/29)

･合同委員会(5/13)
５

･玉島公民館だより(5/13)
･講座受講生募集

･役員会議 5/10
･全体会議 5/26

･講座申込締切(6/4)

･役員会議 6/5

･講座開講式(今年度なし)

･全体会議

･運営委員会(7/8)
７

･役員会議(7/22)

･合同委員会(8/5)
８

･役員会議(8/18)
･玉島まつり(8/25)
･合同委員会(9/2)

９

･３点バレーボール予選会(9/9)
･体育祭コース抽選(9/12～16)
･役員会議(9/23)･合同委員会(9/30)

･広報誌茨木配布
･独居高齢者友愛訪問
･いきいきサロン(4/25)
･セーフティネットワーク(4/23)

･役員会議(6/3)
６

玉島福祉委員会

･役員会議
･全体会議

･独居高齢者友愛訪問

･地区委員会

･環境美化一斉清掃(不法投棄物等)

･いきいきサロン(6/27)

･いきいきサロン

･自治会用掲示板斡旋

･セーフティネットワーク(6/25)

･セーフティネット会議

･独居高齢者友愛訪問
･いきいきサロン(7/25)

･いきいきサロン(8/22)

･福祉まるごと相談会

･予備日 ･後片付け 8/26

･セーフティネットワーク(8/27)

･セーフティネット会議

･役員会議

･地区敬老会 (9/9)

･全体会議 課題協議

･独居高齢者友愛訪問

･実績及び決算等報告

･第 1 回世代間交流(9/26)

･地区福祉研修事業

･独居高齢者友愛訪問
･高齢者園児等ふれあい
･世代間交流第 2 回(11/28)

･いきいきサロン(12/19)
･歳末たすけあい事業

･大阪 880 万人防災訓練(9/5)

･地区敬老会

･「まちづくりの友」

･金婚者記念品贈呈

･功労者表彰推薦

･いきいきサロン(世代間交流)

･産官学こども秋まつり

･地区委員会

･共同募金助け合い開始

･いきいきサロン

･公民館対抗ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会

･わいわいエプロン(子育支援)
･地区委員会
･いきいきサロン(世代間交流)
･セーフティネット会議
･地区委員会
･いきいきサロン
･福祉まるごと相談会
･創立７０周年記念講演会 12/9

･運営委員会(1/13)

･独居高齢者友愛訪問

･福祉まるごと相談会

･役員会議(1/27)

･いきいきサロン(1/23)

･総括及び次の体制構築

･「館報」編集会議
･役員会議(3/3)
･合同委員会 (3/17)
･「館報」編集会議
･虹のひろば その他

･新年度準備開始

７

８

９

10

･福祉まるごと相談会

･いきいきサロン

･球技大会 (2/10)

･連合会報発行

･地区委員会

･広報誌茨木配布

･合同委員会(2/3)

６

･福祉まるごと相談会

・玉島まつり 8/25

12

３

･茨木フェイティバル

･いきいきサロン

･独居高齢者友愛訪問

２

･いきいきサロン

･福祉委員会

･運営委員会(10/14)

５

･市民憲章唱和推進

･社会を明るくする運動

･全体会議

･いきいきサロン(10/24)

･国際親善都市協会総会

･地区委員会

･敬老会招待者案内

･文化展作品募集

･住みよいまちづくり総会

･わいわいどようび(子育支援)

･広報誌茨木配布

･役員会議(11/25)

･公民館対抗 3 点ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会

･茨木市民児協総会

･福祉玉島発行

４

･小学校区地図配布

･いきいきサロン(5/23)

･役員会議

･玉島地区文化展(11/10～11)

･公民館対抗ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会

･いきいきサロン

･セーフティネットワーク(11/26)

/1

･いきいきサロン

･日赤社資募集

･独居高齢者友愛訪問

･広報誌茨木配布

H31

･セーフティネット会議

日程

･自治会調査票

･地区委員会

･合同委員会(10/28)

11

･地区委員会

茨木市･行政関係

･福祉委員会総会

･玉島地区体育祭(10/7)
10

民生･児童委員

･茨木市総合防災訓練(11/11)
･茨木市消費生活展
･自治会活動補助金申請
･公民館対抗 3 点ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
大会
･年末市内一斉清掃(12/2)
12
･歳末特別警戒

H31
/1

･独居高齢者友愛訪問

･地区委員会･全体研修会

･社協募集説明会(2/9)

･いきいきサロン‣福祉まるごと相談会

･ＷＡＭ通信

･いきいきサロン(2/27)

･全体研修会

･「まちづくりの友」

･セーフティネットワーク

･セーフティネット会議

･社協賛助会員募集

･地区委員会

･茨木市社協会員募集

･独居高齢者友愛訪問

･いきいきサロン

･善行者団体推薦

･いきいきサロン(3/13)

･福祉まるごと相談会

･連合会報発行

＊協力体系づくり 通達及び配布物など 毎月 15 日までに 各自治会宛 お届け願います。
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３

平成 30 年５月 28 日

平 成 ３０年 度 玉 島 地 区 行 事 予 定 協 力 体 系 づくり
日程

連合自治会
･平成 30 年度自治会長名簿

４

･自治会長会議 4/13
･役員会議 4/20
･総会 4/27
･自治会長会議 5/18

５

･玉島地区行事予定
計画入手～纏め(5/末)

･玉島地区行事予定配布 6/1～
６

7

８

自治会
･自治会調査表提出
･各自治会総会
･

〃

役員選出

自主防災

･茨木市自主防災組織
定例連絡会(4/26)

･日赤活動資金募集取組み
･公民館講座活動申込み

計画立案(5～7 月)
･防災士部会(5/25)

･廃棄物等推進委員推薦

･防犯おおさか配布

４

･ひったくり被害防止キャンペーン

５

･青色防犯パトカー乗務委員登録

･防災士研修締切(5/31)
･環境美化活動一斉清掃

･防災リーダ研修会(6/下)

･玉島団体連絡協議会(6/15)

･防災士部会 6/17

･自治会会議 (7/20)

･青色防犯講習会参加

･十丁畷水路夕涼み会後援(7/27)

･十丁畷水路夕涼み会参加

･自治会会議(9/14)

･ひったくり被害防止キャンペーン

･玉島地区自主防災活動

･玉島まつり積極参加

･女性部会(7/6)
･防災士研修締切(7/10)
･防災士部会(7/24)

･玉島敬老会取組み(9/10～11)

･環境美化活動
･ひったくり被害防止キャンペーン

･ひったくり被害防止キャンペーン

･廃棄物減量活動

７

･青色防犯パトロール 7/25～29

･防災士部会(8/24)

･8/10 平和堂真砂店

･防災リーダ研修会(8/27)

･青色防犯パトロール８/２２～26

前日準備と当日お世話役

６

･青色防犯講習会 7/13

･ひったくり被害防止キャンペーン

･大阪 880 万人訓練(9/5)

一斉清掃(6/1)

･青色防犯パトロール 6/20～24

･大阪 880 万人訓練通知

･大阪 880 万人訓練対処
９

日程

･春の地域安全運動 4/18～4/27

･玉島地区訓練計画協議

･玉島まつり(8/25)協賛

環境改善

･全国交通安全運動

･自治会長会議(6/8)

･自治会会議 (8/3)

防犯･交通

８

･地域安全センター開設済
･ひったくり被害防止キャンペーン

９

･青色防犯パトロール 9/19～23

･テント貸出(9/29)

･防犯協会７０周年記念式典 10/10
10

･自治会会議(10/12)

･玉島体育祭(10/7)取組み

･玉島団体連絡協議会(10/19)

･ひっ たくり 被 害 防 止 キャンペー ン
･防災士部会(10/21)

･全国地域安全運動(10/11～20)

･いばらき環境フェア

10

･年末年始ごみ収集

11

･青色防犯パトロール 10/24～28

11

12

･総合防災訓練(11/11)

･玉島文化展(11/10-11)取組み

･防災士部会(11/11)

･ひったくり被害防止キャンペーン

･自治会会議(11/16)

･総合防災訓練積極参加

･茨木市総合防災訓練(11/11)

･青色防犯パトロール 11/21～25

･一斉清掃実施(12/2)

･歳末特別警戒 12/1～12/31

･自治会会議(12/14)

･ごみ収集予定周知徹底

･ひったくり被害防止キャンペーン

防災訓練に関して

･年末年始特別警戒実施

･防災訓練打合せ(12/14)

(12/1～31)

H31

･自治会長会議(1/11)

･防災訓練取組み(1/20)

/1

･防災訓練対処(1/20)

･率先垂範災害に備える

２

･自治会長会議(2/1)
･玉島団体連絡協議会(2/15)

･役員会議 (3/10)
３

･課題協議及び会計監査
･年度末総会(3/24)

･社協説明会参加

･青色防犯パトロール 12/19～23
･激励訪問 目垣 12/29

収集予定通達

･年末市内一斉清掃(12/2)
･年末年始ごみ収集
収集予定周知

･出初め式

H31
/1

･ひったくり被害防止キャンペーン

･ひったくり被害防止キャンペーン
･三島地域防災協議会

･社協会員募集取組み

･防災士部会(3/19)

･各自治会年度末総会

･年度末総括

12

２

･青色防犯パトロール 2/20～24

･ひったくり被害防止キャンペーン
･青色防犯パトロール 3/20～24

･花いっぱいコンクール

３

･年度末総括

＊協力体系づくり 通達及び配布物など 毎月 15 日までに 各自治会宛 お届け願います。

平成 30 年５月 28 日

