
 

平成２７年度活動報告 

４月 ３日  花園学童父母会               学童室 
   ６日  高齢者・障害者の総合窓口開設記念式典    総合福祉センター 
   ８日  花園小学校入学式              体育館 
    〃   望海中学校入学式              体育館 
  １１日  校区自治会・町内会長会           はなぞの広場 
  １３日  花園幼稚園入園式              大保育室 
     〃   校区自治会長会               はなぞの広場 
  ２３日  花園幼稚園ＰＴＡ総会            大保育室 
５月 １日  花園小学校ＰＴＡ総会            体育館 
    〃   青パト乗車講習会             はなぞの広場 
   ９日  花園学童父母会・新入生歓迎会       学童室・体育館 
  １３日  望海コミセン高齢者大学開講式       望海コミセン 
  １４日  青パト乗車講習会             はなぞの広場 
  １５日  トライ・やるウイーク推進委員会       望海中学校 
  １６日  ボランティアはなぞの総会         西明石南町公民館 
    〃     校区こども会総会             花園コミセン 
    〃   花園コミセン総会             花園コミセン 
    〃   花園校区連合協議会 総会         西明石南町公民館 
６月 １日  望海地区愛護協議会 役員会        望海コミセン 
   ５日  花園学童 父母会             学童室 

６日  望海地区青少年愛護協議会  総会     望海コミセン 
１０日  東播磨地域安全まちづくり推進員研修会   東播磨県民局 

〃   スクールガードふれあい給食        花園小学校 
  １２日  望海コミセン運営委員会          望海コミセン 

１９日  敬老会説明会               市民会館 
〃   第１回地区青少年愛護協議会 代表者会   市役所 

   ２６日  まちかど健康教室             はなぞの広場 
      〃   花園学童報告会              学童室 
   ３０日  西明石活性化プロジェクト協議会 報告会  市役所 
７月 １日  社会を明るくする運動           アスピア 
   ２日  兵庫大学看護学部学生 地域実習      西明石南町公民館 
   ３日       〃               はなぞの広場 
   ５日  クリーンアップ作戦            校区内全域 

〃   スポーツクラブ２１交流バレーボール大会  小学校体育館 
   ６日  第１回西明石まつり実行委員会       西明石南町公民館 
   ８日  協働のまちづくり条例検討委員会      市役所 
   ９日  明石市子どもの安全を守る地域連絡会議      花園小学校コミセン 
  １０日  防犯協会少年補導員委嘱式         明石警察署 



〃   花園校区連合協議会 定例会        はなぞの広場 
   １０日   明石防犯協会 少年補導員委嘱式         明石警察署 
   １８日  商店街夜店 
      〃   明石市ごみ減量推進員委嘱式        クリーンセンター 
   ２２日  青色防犯連携パトロール          明石警察署 
   ２７日  西明石まつり実行委員会          西明石南町公民館 
 ８月 １日  花園校区愛護協議会 地区パトロール    地域内 
    ６日  学童フェスティバル            学童室 他 
    ７日  花園学窓父母会              学童室 
      〃   ごみ減量推進協力員 研修会         西明石南町公民館 
    ９日  敬老会実行委員会             はなぞの広場          
   １５日  精霊流し                 甲池公園 
   ２１日  明石市人権教育研究協議会 研究集会    市民会館 
   ２２日  望海地区青少年愛護協議会 合同パトロール 
   ２５日  募金推進委員会              総合福祉センター     
   ２６日  人と防災未来センター 見学      
       〃   少年補導員 表彰式            兵庫県警 
   ２７日  福祉サマースクール            西明石南町公民館 
   ３０日  敬老会実行委員会             はなぞの広場 
９月 １日  オレンジキャップ大行進          花園小学校～地域 

    ４日  学童父母会                学童室 
    ７日  西明石まつり実行委員会          西明石南町公民館 
    ８日  第３回地区社協会長会           総合福祉センター 
    ９日  第２回第３次地域福祉策定委員会      兵庫県漁業会館 
   １１日  花園校区連合協議会 定例会        はなぞの広場 
  １３日  敬老会                  サンライフ明石 
  １９日  望海中学校   体育大会 
  ２１日  防災訓練                 明石市消防本部 
  ２６日  花園小学校 体育大会 
  ２７日  敬老会反省会               はなぞの広場 
  ３０日  明石市社会福祉協議会 ボランティア委員会 総合福祉センター 

１０月 ３日  花園学童父母会              学童室 
     〃   花園幼稚園運動会             
    ６日  林神社西明石まつりみこしお祓い       林神社 
   １０日  西明石まつり 
   １３日  第２回青少年愛護協議会代表者会      市役所 
   １４日  地域安全兵庫県大会            兵庫県公館 
   １６日  青色防犯連携パトロール          明石警察署 
   ２２日  ごみ減量推進員 役員会          アスピア 
      〃   明石市安全安心市民大会          アスピア 
   ２６日  西明石まつり反省会            公民館 
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   ３１日  まちづくり策定会議            はなぞの広場 
１１月 ６日  花園学童父母会              学童室 
    ７日  花園小学校音楽会             体育館 
      〃   人権のつどい               藤江小学校 
    ８日  望海コミセンまつり 
   １０日  まちづくり計画策定 打ち合わせ会議    はなぞの広場 
   １１日  花園っ子うきうきカーニバル会議      花園小学校 
     〃   暴力団追放兵庫県大会           神戸文化ホール 
      〃   明石市第３次地域福祉計画策定委員会    市役所 
      〃   花園コミセン運営委員会・ 

スポーツクラブ運営部会    花園コミセン 
   １３日  みんなの広場 練習            はなぞの広場 
   １６日  東播磨地区連合自治会研修会        加古川市民会館 
     〃   トライやる推進委員会           望海中学校 
１１月１９日  花園校区連合協議会 定例会        はなぞの広場 
   ２０日  ごみ減量推進員 役員会          アスピア 
   ２１日  第８回あかしボランティアフェスタ     総合福祉センター 

２２日  望海杯バレーボール大会          望海中学・花園小 
２６日  西明石活性化推進会議           鳥羽コミセン 
２７日  いじめストップあかし           市民会館 
２８日  校区子ども会 人権学習会         ファミールハイツ 

〃   みんなの広場               はなぞの広場 
２９日  明石警察年末警戒発隊式          明石公園 

１２月 １日  明石防犯協会 防犯チラシ配布       ＪＲ明石駅周辺 
      〃   地域事務局 研修会            市民会館 
    ４日  花園学童父母会              学童室 

７日  花園っ子うきうきカーニバル 実行委員会  花園小学校 
   １２日  まちづくり会議全体会           はなぞの広場 
   １６日  西明石活性化推進会議           貴崎集会所 
   １９日  花園学童クリスマス会           花園小体育館 
   ２２日   明石防犯協会 青色連携防犯パトロール   明石警察署～ 
   ２５日～３０日  年末警戒             各自治会 
 １月１３日  まちづくり会議 打ち合わせ会       はなぞの広場 
   １５日  花園校区連合協議会 定例会        はなぞの広場 
    １７日  「未来に継ぐ志」                〃 
    ２２日  まちかど健康教室             はなぞの広場 
   ２３日  ボランティアはなぞの 新年会       金龍閣 
   ３０日  花園っ子うきうきカーニバル        花園小学校 
       〃   明石市スポーツクラブ２１文化交流発表会  アスピア 
２月 ３日  第２回 明石市子どもの安全を守る地域連絡会議   

花園コミセン 
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    ９日  地域安全まちづくりセミナー        兵庫県公館 
   １６日  スクールガード交流給食会         花園小学校 
       〃   ごみ減量推進員会             アスピア 
   １８日  明石市こども夢文庫交流会         江井ヶ島小コミセン 
       〃   西明石活性化協議会            花園コミセン 
   １９日  第４回第３次地域福祉策定委員会       兵庫県漁業会館 
   １９日  望海コミセン運営委員会          望海コミセン 
   ２０日  まちづくり会議              西明石南町公民館 
   ２４日  望海コミセン「高齢者大学修了式」     望海コミセン 
   ２５日  「特殊詐欺防止」キャンペーン        ＪＲ大久保駅周辺 
   ２７日  スポーツクラブ 21 花園報告会        花園コミセン 
    ２９日  「東播磨みんなで見回り隊」研修会      加古川市民会館 
３月 ２日  第２回 学校評議員会・学校評価委員会   花園小学校 

       〃   ほめて育てる花園っ子表彰式          〃 
    ４日  明石市人権教育研究協議会 理事会     勤労福祉会館 
    ６日  ボランティア交流会            西明石南町公民館 
    ９日  花園コミセン運営委員会          花園コミセン 
    １０日  望海中学校卒業式             望海中学体育館 
   
 

明石市連合自治協議会 理事会 その他   １４回 

明石市スポーツクラブ２１連絡協議会       ４回 

在宅サービスゾーン協議会          ４回 

明石防犯協会支部長会            ３回 

望海地区人権教育研究協議会         ６回 

明石市社会福祉協議会            ４回 

スポーツクラブ２１花園運営部会       ６回 
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