
月 日 時間 行事名 内容 参加メンバー 会場

4 13(土) 17:00 町内幹事会・支部長会 部会別事業計画、町内会行事予定 町内4役、正副委員長、各支部長 センター

4 13(土) 19:00 コミュニティ役員会
顔合わせ・各種団体活動発表
・部会別事業計画

コミ役員、町内幹事会メンバー センター

通学路点検 通学路を点検し危険箇所の把握 町内委員、ＰＴＡ、子供会 通学路

4 27(土) 18:00 町内委員、班長合同会議 町内会、コミ事業分担、役員研修会他 町内委員、班長 センター

機関紙「ふれあい」発行 第71号 （総務委員）

日本赤十字社社資・社会福祉協議会
会員募集

← 班長 （町内全域）

5 11(土) 09:30 市制50周年記念ふるさと再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｯｸﾄ
ホタル幼虫放流､ｻｸﾗ･ｱｼﾞｻｲ
ﾌｼﾞﾊﾞｶﾏ芝生植栽

町内委員、コミ役員、PTA,子ども会 加木屋緑地

5 18(土) 09:30 財産管理委員会（現地確認） 町内所有地現況確認 財産管理委員 市民館集合

5 26(日) 08:30 東海市消防操法大会応援 第8分団出場応援 町内委員 大池公園

6 2(日) 春の一斉清掃・防犯施設点検 班ごとに実施 町内会会員 町内全域

6 2(日) 09:30 春の加木屋緑地保全活動 清掃等
コミュニティ役員、町内２役、
町内役員、各種団体等

加木屋緑地

6 9(日) 09:30 東海市水防訓練 越水対応訓練 防犯防災委員、町内4役 大田川河川区域

6 15(土) 19:00 町内幹事会 盆踊り、自主防災訓練、運動会、敬老会 町内4役、正副委員長、各支部長 市民館

6 22(土) ふるさとの自然ふれあいイベント(第２回) ホタル成虫放流 町内委員、コミ役員、PTA,子ども会 加木屋緑地

6 23(日) 町内会役員研修会 役員研修視察
町内委員、財産管理委員、班長、
事務局等

6 29(土) 19:00 コミュニティ役員・町内委員合同会議
各種団体活動報告・盆踊り、
自主防災訓練

コミュニティ役員、町内委員 センター

6 30(日) 09:30 献血会 市事業協力
環境厚生部員、環境厚生委員、
町内２役、コミ副会長

市民館

7 10(金) 07:30 一斉街頭大監視 通学路、町内主要交差点3か所 町内委員

7
13(土)
14(日)

18:00 盆踊り大会練習 ← コミュニティ役員、町内委員 市民館

7 25(木) 19:00 夏の地域防犯安全合同パトロール （市交通防犯課主催） 防犯防災正副委員長 (町内全域）

7 27(土) 08:00 盆踊り大会　会場作り（昼食あり） ← コミュニティ役員、町内委員 多目的広場

7 27(土) 18:00 盆踊り大会　（夕食あり） 地域交流
コミュニティ役員、町内委員、
財管委員、各種団体

多目的広場

7 28(日) 08:00 　〃　　　　会場撤去（大会予備日） ← コミュニティ役員、町内委員 多目的広場

8 3(土) 19:00 コミュニティ役員・町内委員合同会議
各種団体活動報告・運動会＆
敬老会・可搬式動力P操法訓練

コミュニティ役員、町内委員 センター

8 25(日) 08:00 自主防災訓練
炊き出し、応急手当、AED訓練、
初期消火他

コミュニティ役員、各種団体、
町内委員、班長、組長、防災L

多目的広場

9 14(土) 09:00 町内敬老会準備 ← 町内委員、財産管理委員 加木屋小体育館

9 15(日) 08:00 町内敬老会 長寿お祝い、式典演芸会等 町内委員、財産管理委員 加木屋小体育館

9 22(日) 秋の一斉清掃・防犯施設点検 班ごとに実施 町内会会員 町内全域

9 22(日) 10:00 秋の加木屋緑地保全活動 清掃等
コミュニティ役員、町内役員、
各種団体等

加木屋緑地

9 28(日) 19:00 町内幹事会・支部長会 ふれあいまつり 町内4役、正副委員長、各支部長 センター

9 30(月) 07:30 一斉街頭大監視 通学路、町内主要交差点3か所 町内委員

赤い羽根共同募金 ← 班長 （町内全域）

10 12(土) ふるさとの自然ふれあいイベント(第4回) アサギマダラ 町内委員、コミ役員、PTA,子ども会 加木屋緑地

10 12(土) 13:30 コミュニティ運動会会場準備 ← 実行委員全員 加木屋小

10 13(日) 07:30 コミュニティ運動会 地域交流 実行委員全員 加木屋小

10 19(土) 10:00 可搬式動力ポンプ操法訓練
対象支部(新田・仲新田)役員
及び１年目町内委員による訓練

町内委員、班長、防犯防災委員、町内4役 消防署南出張所

10 19(土) 13:00 会計中間監査(コミ・町内） コミ、町内関係各種帳票 町内3役、監査委員、各委員長、コミ副会長 市民館

10 19(土) 19:00 コミュニティ役員・町内委員合同会議 各種団体活動報告・ふれあいまつり コミ役員。町内委員 センター

11 8(金) 15:00 ふれあいまつり作品搬入(加小、保育園） 会場準備 市民館長立ち合い 市民館

11 9(土) 09:00 ふれあいまつり会場つくり及び作品搬入(一般） 会場準備 市民館運営委員、コミ役員、町内委員 市民館・多目的広場

11 9(土) 13:00 かぎやふれあいまつり 作品展 市民館

11 10(日) 08:00 かぎやふれあいまつり
演芸会、模擬店、餅つき、
ビンゴゲーム等

市民館運営委員、コミ役員、町内委員
、財管委員、各種団体

市民館・多目的広場

11 16(土) 19:00 町内幹事会 年末大掃除　消防団年末夜警 町内4役、正副委員長、各支部長 センター

11 中下旬 浸水ハザードマップ作成WG第1回 運営者企画 町内委員、コミ関係団体（水利、子ども会etc）

12 7(土) 13:00 年末大掃除 コミュニティセンター及び周辺清掃 町内委員、コミ役員 センター

12 7(土) 18:00 町内委員、財産管理委員合同会議 各事業結果報告、反省会 町内委員、財産管理委員、事務局員 （町内）

12 10(火) 07:30 一斉街頭大監視 通学路、町内主要交差点3か所 町内委員

平成31年度　加木屋コミュニティ・加木屋町内会行事予定

10/1~10/31

5/1~5/31

5月号

4月中～5月中

1/2



12 14(土) 19:00 コミュニティ役員会 各種団体活動報告・各種事業結果報告 コミ役員。町内幹事会メンバー センター

12 中旬 浸水ハザードマップ作成WG第2回 勉強会・まち歩き 町内委員、コミ関係団体（水利、子ども会etc）

12 27(金) 20:00 消防団第8分団年末夜警 激励 町内４役、防犯防災委員 第8分団詰所

機関紙「ふれあい」発行 第72号 （総務委員）

1 中下旬 浸水ハザードマップ作成WG第3回 ワークショップ・発表会 町内委員、コミ関係団体（水利、子ども会etc）

2 1(土) 17:30 町内幹事会・支部長会 2年度役員候補人選等 町内4役、正副委員長、支部長、事務局長 市民館

2 1(土) 19:00 コミュニティ役員会 各種団体活動報告 コミ役員 センター

2 29(土) 09:00 会計監査(コミ、町内、財管） コミ、町内、財管関係各種帳票 町内会・財管3役、監査委員、部長、コミ副会長 市民館

3 7(土) 17:00 31年度町内幹事会・財産管理委員会 31年度事業報告、決算報告 31年度町内幹事、財産管理委員 センター

3 7(土) 19:00 31年度コミニティ定例役員会 31年度事業報告、決算報告 31年度コミュニティ役員 センター

3 14(土) 17:00 2年度町内幹事会・財産管理委員会 2年度事業計画、予算 2年度町内幹事、財産管理委員 センター

3 14(土) 19:00 2年度コミニティ役員会議 2年度事業計画、予算 2年度コミュニティ役員 センター

3 29(日) 10:00 2年度総会準備 31年度町内委員、財管委員、コミ4役 市民館

3 29(日) 13:30 2年度コミ総会、町内会総会 役員・事業・予算承認
31・2年度コミ役員・町内委員・
財管理委員、班長

市民館

総務委員会(部会）
まちづくり、研修会等を主管
（随時開催）

総務委員(部員） センター

環境厚生委員会(部会)
敬老会・生活環境整備を主管
（随時開催）

環境厚生委員(部員） センター

文化委員会(部会） 盆踊り等文化活動を主管（随時開催） 文化委員(部員） センター

体育委員会(部会） 運動会等体育活動を主管（随時開催） 体育委員(部員） センター

防犯防災委員会(部会） 防犯、防災啓発活動を主管（随時開催） 防犯防災委員(部員） センター

かぎやふれあいまつり実行委員会 かぎやふれあいまつり(随時開催） 市民館運営委員、コミ役員、町内委員 市民館

交通事故ゼロの日の立番 町内委員

資源集団回収 子ども会 支部協力(町内委員、班長）

ゴミ集積場所巡視 毎月1回 町内委員

（通学路、白拍子・南加木屋駅前・西知多総合病院東交差点）

1月号

年間

2/2


