
平成29年度 4ヽ島南自治会事業計画 :(行政関連事業含)

期 日 事 業 内  容

4月 12日 (水 ) 三役会議 ・第1回 役員全体会議の議題及び役員間の確認事項等

4月 15日 (土 ) 第1回 自治会役員全体会議 ・年間行事、会議日程、自治会費集金、ご不幸に対する対応等

4月  日() 青色防犯パトロール講習 ・青色回転灯自主防犯パトロールにつての講習会 (講師 :本庄警察 )

5月 9日 (火 ) パソコン教室開催 ・時間 :午後、講師 :岩崎様

5月 10日 (水 ) 三役会議 ・第2回 役員全体会議の議題及び役員間の確認事項等

5月 12日 (金 ) 民生・児童委員活動強化週間 ・期間 :5/12～ 5/18看板掲示 :自 治会館前、1丁 ロコンピニ敷地、100周 年

5月 13日 (土 ) 第2回 自治会役員全体会議 ・全市一斉清掃、ら、れあいビンポン大会、役員親睦研修等

5月 28日 (日 ) 町内一斉清掃 ・各支会毎に集合し、8時30分より実施

5月 28日 (日 ) 防犯ボランティアと懇親会 ・各ボランティアの方々と南小校長、教頭、子供会役員等による懇親会

5月  日() 1丁 目ふれあい公園除草作業 ・環境衛生推進委員及び三役による清掃、当該公園市への返却相談

6月 3日 (土 ) 小島南祗園祭り実務者会議 ・各種団体の長、各役員の代表者による祗園祭り(課題の対応等 )

6月 4日 (日 ) ら、れあいピンポン&卓球大会 ・場所 :本庄市民体育館

6月 7日 (水 ) 三役会議 。第3回 役員全体会議の議題及び役員間の確認事項等

6月 10日 (土 ) 第3回 自治会役員全体会議 ・行事等の件 (役員親睦研修、祗園祭り、祗園祭り寄付集金等 )

3月 24日 (土 )25日 (日 ) 役員親睦研修 ・場所 :群 馬県猿ヶ京温泉

7月 5日 (水 ) 三役会議 ・第4回 役員全体会議の議題及び役員間の確認事項等

7月 8日 (土 ) 第4回 自治会役員全体会議 日本庄祗園祭りに関する件等 (日 程、役割分担、コース等)

7月 14日 (金)～ 17日 (月 ) 本庄祗園祭り 日本庄祗園祭り、準備、町内・市内巡行、後片付け、慰労・番払い等

7月  日() 自主防災リーダー養成講座 ・主催 :本庄市

3月 5日 (■ ) 小島南祗園祭り実務者会議 ・各種団体の長、各役員の代表者による祗園祭りに関する反省会

3月 8日 (火 ) パソコン教室開催 ・時間 :午後、講師 :岩崎様

B月  日() 元小山川浄化活動イベント ・主催 :本庄市 市役所 市民ホール、テーマ:j‖ のお魚と触れ合う

3月 日() 防犯タスキリレー ・交通防犯兼自主防災隊員、婦人部による防犯タスキリレー

9月  日() 人権推進に関する講演 ・場所 :

9月 6日 (水 ) 民生児童員、三役と会議 ・敬老会、穏やかな見守り活動 (災害時要援護支援)等

9月 9日 (土 ) 第5回 自治会役員全体会議 ・本庄祗園祭りの反省・課題、ら、れあい運動会、自治会加入促進等

9月 16日 (土 ) 小島南ふれあい感謝の集い ・主催 :′ ]ヽ 島南 自治会 (敬老会 )、 場所 :つきみ荘

定ali活動 担当役員等 活 動・時 期

広報・回覧物配布 支会長 広報配布 (1日 及び15日 /毎月)、 回覧物は随時、町内広報紙は随時

常時 資源ゴミ回収 自治会役員 サニタリー本社(3-1丁 目)

定時 資源ゴミ回収 環境衛生推進委員 第二火曜日/毎月(町内の4ヶ所)

交通・防犯活動 交通・防犯兼自主防災隊員 青パトロール車による町内パトロール/毎週

子供登下校見守り 防犯ボランティア員 学校就業日の子供登下校の見守り/毎 日

町内防犯パトロール 防犯ボランティア員 3丁 目を中心とした夜間パトロール/随時

町内防犯・美化活動 女性部防犯ボランティア員 水曜日/毎週

小島南ら、れあいサロン 自治会役員 第一、第二、第二木曜日の午前/毎月



平成29年度 Jヽ 島南自治会事業計画 :(行政関連事業含)

期 日 事 業 内  容

10月 4日 (水 ) 三役会議 ・第6回 役員全体会議の議題及び役員間の確認事項等

10月 7日 (土 ) 第6回 自治会役員全体会議 ・第32回 ふれあい運動会、穏やかな見守り活動、町内の苦情等

10月 15日 (日 ) 第33回小島南ふれあい運動会 ・場所:沖電気グランド約340名 参加

10月  日() 本庄地方地域安全大会 ・防犯活動に貢献され個人、団体表彰等

11月 7日 (火 ) パソコン教室開催 ・時間 :午後、講師 :岩崎様

11月 8日 (水 ) 三役会議 ・行事及び役員間の確認事項等

11月 12日 (日 ) 穏やかな見守り活動 ・町内を民生児童員、自主防災隊員、三役による見守り活動

11月 19日 (日 ) じめ縄作り

11月 日 ( ) 防災訓練 ・町内における防災訓練

11月 日 ( ) 本庄市消防団本庄方面隊特別点・特別点検と分団員の表彰等 雨天により室内で行う

11月 日 ( ) 人権教育研究に関する講演 ・場所

12月 6日 (水 ) 三役会議 ・行事及び役員間の確認事項等

12月 9日 (土 ) 第7回 自治会役員全体会議 ・12月 度の行事等

12月 28日 (水 ) 歳末特別警戒パトロール ・交通・防犯兼自主防災隊員による町内パトロール実施

12月 30日 (金 ) 歳末特別警戒パトロールと活動総括 ・交通・防犯兼自主防災隊員による町内パトロール実施と総括

1月 6日 (土 ) 小島南ら、れあい新年会 ・場所 :本庄グランドホテル

2月 6日 (火 ) パソコン教室開催 ・時間 :午後、講師 :岩崎様

2月 7日 (ガく) 三役会議 ・第8回 役員全体会議の議題及び役員間の確認事項等

2月 10日 (土 ) 第8回 自治会役員全体会議 ・次期支会長選任、引継ぎ事項等

3月 7日 (7К ) 三役会議 ・第9回 役員全体会議の議題及び役員間の確認事項等

3月 10日 (」1) 第9回 自治会役員全体会議 ・定期総会、新旧役員顔合わせ対応等

3月 11日 (日 ) 防災に関する座談会 ・311東 日本大震災から「自助、共助、公助」についての意見交換

3月 日 (土 ) 新旧役員顔合わせ ・場所 :自 治会館、時間 :18Ю 0

4月  日 (土 ) 平成29年度 定期総会

※各種助成事業の申請 :3丁 目に自治会放送設備費の補助申請

宝くじ補助事業による祭り半纏、軽量テント申請


