
青字は令和5年度計画日を示す                                                 　                          　　　    　　　     　　　　                                                                                                             
月 総 務 委 員 会 月/日 環 境 美 化 委 員 会 月/日 文 化 体 育 委 員 会 月/日 防 犯・防 災 委 員 会 月/日 地 域 福 祉 委 員 会 月/日 交 流 セ ン タ ー、他 月/日
4月 学区コミ推総会    4/17 不法投棄巡回    2回/月 青色パト巡回 1回/週 安心安全ネットW会議① 4/28 交流Ｓ運営委員会総会 4/24

学区青少年育成会議総会 4/21 違反広告撤去 今年度より廃止 防犯防災委員会① 4/15
正副委員長会議 ① 4/19 花壇整備 4/16

5月 新常任委員研修会    5/13 花壇整備　 5/14 文化体育委員会① 5/10 防犯防災委員会② 5/20 福祉部長、推進員会議 交流センター避難訓練 5/29
総務委員会 ①情報発信会議5/17 花苗購入(委員会) 5/13 (消防署立ち入り)
第12回学区親睦ゴルフ大会 5/16 夏の一斉清掃 5/27
市・青少年推進会議総会
市・コミ推会長総会
烏帽子岩周辺刈草 5/20

6月 正副委員長会議 ② 6/15 花壇整備 6/10 多賀地区4コートGム大会 6/4 河原子小学校街探検
総務委員会 ②情報発信会議5/11 市・再生資源拠点回収 6/11 健康推進員会議① 6/7 旅館組合防災訓練 6/18 地域福祉推進員会議 ① (小学校打ち合わせ後決定)
美味しいコーヒーの淹れ方 (河原子漁港) 防犯防災委員会③ 6/24 安心安全ネットW会議② 6/23

7月 広報紙発行　①      7/20 日・ビーチクリーン予定 7/1 文化体育委員会② 7/5 防犯防災委員会④ 7/15 市・敬老会実行委員会
市・コミ推会長会議② 花壇整備 7/2 河：海のチャレンジフェス 7/8 ? 自主防災リーダー研修 敬老会代表者会議 ① 交流Ｓ利用団体掃除 7/22
河小1年夏のあそび指導 学区再生資源回収 ① 7/22 三世代ラジオ体操、海岸清掃7/16 ? 青パト講習会 敬老会代表者会議 ② (年２回　7/22.11/25)
網戸張り講習会 7/14 いきいき運動教室①② 7/6.　20

8月 児童C夏休み遊び指導 花壇作業 8/20 いきいき運動教室③④ 8/3.　17 AED救命講習会 8/20 敬老会実行委員会 ①
正副委員長会議 ③ 8/16 市・防犯講演会 安心安全ネットW会議③ 8/25 運営委員会役員会 8/11

防犯防災委員会⑤ 8/26 地域福祉推進員会議 

9月 市・コミ推会長会議③ 学区再生資源回収 ② 9/3 生き生き運動教室⑤⑥ 9/7.21 防犯防災委員会⑥ 9/16 敬老会 9/16
第3回グラウンドG大会 9/13 花壇整備 9/17 文化体育委員会③ 9/6 河原子中学校運動会

総務委員会 ③情報発信会議9/21 再発見ウォーク　　 9/30

烏帽子岩周辺草刈り 9/30 健康推進員会議② 9/6
10月 正副委員長会議 ④ 市・再生資源拠点回収 10/8 文化体育委員会④ 10/4 防災防犯委員会⑦ 10/21 学区まつり 10/14 青パトロール車車検 予定

(河原子漁港) 生き生き運動教室⑦⑧ 10/5.14 地域福祉推進員会議　 交流センター避難訓練 10/23
秋の一斉清掃 10/7 安心安全ネットW会議④ 10/27 河原子小学校運動会
花壇整備 10/21 社協ふくしの集い

11月 広報紙発行　②　　  12/5 学区パレード　　　 11/11 文化体育委員会⑤ 11/1 防犯講演会 11/5 交流S利用団体清掃 11/25
市・コミ推会長会議④ 花壇整備 11/5 ウォークラリー大会 11/11 防犯防災委員会⑧ 11/18 元気クラブバス研修 ?
手打ちそば打ち教室     　　 11/26 花苗購入(委員会) 11/4 生き生き運動教室⑨⑩ 11/2.16 (検討予定)
河小３年ふれあい給食
会長研修会

12月 正副委員長会議 ⑤ 12/21 学区再生資源回収 ③ 12/3 文化体育委員会⑥ 12/6 防犯防災委員会⑨ 12/16 地域福祉推進員会議 消防署立入検査
河小1年冬のあそび指導 12月～2月まで花壇作業中止 学区4コートゲーム大会 12/16 安全安心ネットW会議⑤ 12/22
正副委員長会議⑤ 生き生き運動教室⑪⑫ 12/7.21
常任委員年末清掃 12/25 健康推進員会議③ 12/6

1月 賀詞交換会 1/14 防犯防災委員会⑩ 1/20 安心安全ネットW研修会
総務委員会 ④情報発信会議11/9
市・コミ推会長会議⑤ 1/18
手造り味噌教室 1/21

2月 手打ちうどん打ち教室        2/18 市・再生資源拠点回収 2/11 文化体育委員会⑦ 2/1 防犯防災委員会⑪ 2/17 福祉部長等推進委員会 交流S運営委員長会議 2/26
総務委員会 ⑤ 2/8 再生資源搬出 2/1 三世代ワナゲ大会 2/3? 安心安全ネットW会議⑥ 2/16

3月 広報紙発行　③ 3/20 環境美化委員会 文化体育委員会⑧ 3/6 地域福祉推進員会議 社会福祉協議会協定
学区再生資源回収 ④ 3/3 健康推進員会議④ 3/6 防犯防災委員会⑫ 3/2 ボランティア会議 交流センター協定

市・コミ推会長会議⑥ 花壇整備 3/9 学区地域福祉委員会 河原子小学校卒業式
正副委員長会議 ⑥ 3/22

令和5年度事業・行事計画表(案)
⁂諸事情で(等)変更する場合もあります。




