
　  　　　　　　平成２４年度　　事　業　報　告 　　　　　　（自）御園南自治会
平成25年3月31日

　　　　　事　　　業　　　内　　　容　　 　　　　　関連会議等出席内容
　   1（日   平成２4年度定期総会・懇親会 　　５（木 　双葉小学校入学式

４月 ５（木６（金 　三役会① 　　５（木 　麻溝台中学校入学式

　　７（土 　第１回／役員・組長会議　　　　　　　　　 　１３（金 　相模台地区自治連役員会

　　　◇２４年度事業計画について　◇自治会費集金について 　２１（土 　「ふたばっ子みまもり隊」総会

　１８（水 「いきいきサロン御園南」① (オカリナ演奏） 　２１（土 　公民館出前講座「みどりのカーテン」

　２８（土 　防犯パトロール①　　　 　２５（水 　まちづくり会議①

＊自治会報「御園南２１号」発行 　２７（金 　地域推進会議

　　２（水 　三役会②

５月 　１０（木 　自治会館住所登記申請 　　８（火 　相模台地区自治連総会

　１２（土 　第２回／役員・組長会議

　　　◇市民一斉清掃について　◇自主防災隊組織について

　　　◇御園南夏まつりについて

　１３（日 　自治会費収納　　　　　　　　　　　　　　

　１６（水 「いきいきサロン御園南」②　（トランペットとシャンソン） 　１５（火 　自治会長会議①

　１６（水 　７自治会合同防災会議①　　　　　　　★Ｔｏｐｉｃｓ

　１９（土 　夏まつり実行委員会① 「御園南地域清掃」 　２２（火 　地区社会福祉協議会理事会

　１９（土 　防犯パトロール② 　　年３回開催・花の苗配付 　２２（火 　地区敬老会事業実行委員会

　２６（土 　夏まつり実行委員会② 　　御園４丁目みなみ公園 　２６（土 　双葉小学校運動会

　２６（土 　防犯パトロール③ 　　自治会館前他 　２９（火 　地区社会福祉協議会総会

　２７（日 「市民一斉清掃・花いっぱい運動」（１２０名参加） 　３０（水 　きれいなまちづくり啓発キャンペーン

　　２（土 　三役会③ 　　５（火 相模台地区体育祭主催者会議

６月 　　２（土 　防犯パトロール④ 　★Ｔｏｐｉｃｓ 　　５（火 　自治会長会議②

　　９（土 　第３回／役員・組長会議 　いきいきサロン御園南 　　５（火 　御園児童館運営委員会

　　◇「御園南夏まつり」について 　高齢者集いの場 　　６（水 　双葉児童クラブ運営委員会

　　◇盆踊り練習について 　会場：御園南自治会館 　１４（木 　まちづくり会議②

　１６（土 　夏まつり実行委員会③ 　毎月第３水曜日10時～12時 　１６（土 　御園寿会前期誕生会

　２０（水 「いきいきサロン御園南」③（歌とリクリェーション） 　１９（火 　地区社協理事視察研修

　２０（水 　７自治会合同防災会議②　　　　 　１９（火 　地区敬老会事業実行委員会

　２３（土 　防犯パトロール⑤ 　２０（水 　地区社会福祉協議会役員会議

　２４（日 　お祭り準備（案内状発送） 　２２（金 　地域福祉推進会議

　　１（日 　三役会④ 　　３（火 　相模台地区体育祭代表者会議①

７月 　　７（土 　防犯パトロール⑥　中止 　　３（火 　麻溝台中地域連絡会

　１２（木 ＊「お料理講習会」（鯛そうめん） 　　７（土 　自治会大会

　１４（土 　第４回／役員・組長会議 　１０（火 　自治会長会議③

　　　◇「御園南夏まつり」について　◇御園南一斉清掃について

　１５（日 「御園南一斉清掃」（77名参加） 　★Ｔｏｐｉｃｓ

　１５（日 　夏祭り準備 「御園南夏まつり」

　１８（水 　「いきいきサロン御園南④ 　会場：　御園ふれあい広場 　１８（水 　双葉小学校評議委員会

　１８（水 　７自治会合同防災会議③ 　盆踊り・子ども太鼓・模擬店

　２０（金 　夏まつり前日準備 お囃子・フラダンス・空手演技

　２１（土 ＊「第44回御園南夏まつり」開催　（於：御園ふれあい広場） 　２５（水 　相模台地区体育祭実行委員会①

　２２（日 　後片付け・慰労会　　　　 　３１（火 　児童厚生施設運営委員会

　　４（土 　防犯パトロール⑦ 　★Ｔｏｐｉｃｓ

８月 　２５（土 　防犯パトロール⑧ 「防犯パトロール」 　２２（水 　地区敬老会事業実行委員会

　月２回　土曜日 　２３（木 　いきいきサロン代表者連絡会議

　３１（金 　三役会⑤・防災会議 　午後８時～９時 　２４（金 　まちづくり会議③

　　５（水 　御園夏まつり会計監査 　　４（火 　自治会長会議④

９月 　　８（土 　第５回／役員・組長会議

　　　◇相模台地区体育祭について　◇７自治会合同防災訓練について

　　　◇「敬老の日お祝い」について 　★Ｔｏｐｉｃｓ

　１５（土 ＊「敬老の日お祝い品お届け」 「敬老の日お祝い品お届け」

　１５（土 　防犯パトロール⑨ 　77歳以上の会員

　１９（水 「いきいきサロン御園南」⑤ 　　紅白饅頭（８６名） 　２０（木 　地区敬老会事業（南市民ホール）

　１９（水 「敬老の日お祝い会」（マジックショー・トランペット演奏・会食）

　１９（水 　７自治会合同防災会議④ 　２２（土 　麻溝台中学校体育祭



　　　　　事　　　業　　　内　　　容　　 　　　　　関連会議等出席内容
　２８（金 　三役会⑥ 　２６（水 　地区敬老会事業実行委員会

９月 　２９（土 　「御園文化祭」打ち合わせ① 　２６（水 　地区社会福祉協議会役員会議

　２９（土 　防犯パトロール⑩

　　６（土 　第６回／役員・組長会議 　　２（火 　まちづくり会議④

１０月 　　　◇「御園文化祭」について　◇御園南一斉清掃について 　　２（火 　自治会長会議⑤

　　◇相模台地区体育祭について◇７自治会合同防災訓練について　　３（水 　相模台地区体育祭実行委員会②

　１３（土 　防犯パトロール⑪ 　１２（金 　まちづくり懇談会

　１４（日 ＊「相模台地区体育祭」（４５名参加）

　１７（水 「いきいきサロン御園南」⑥（健康講座・正しい薬の飲み方） 　１６（火 　防犯協会視察研修

　２１（日 ＊「７自治会合同防災訓練（於：御園南自治会館・１２０名参加） 　２０（土 　社会福祉協議会福祉まつり

　２７（土 「御園文化祭」打ち合わせ② 　★Ｔｏｐｉｃｓ 　２３（火 　御園児童館運営委員会

　２７（土 　防犯パトロール⑫ 「７自治会合同防災訓練」 　２４（水 　双葉児童クラブ運営委員会

　２８（日 　「御園南一斉清掃・花いっぱい運動＊双葉小学校避難所運営訓練 　２４（水 　相模台地区体育祭実行委員会③

　２８（日 　御園文化祭準備 ＊会場：双葉小学校

　　１～４ ＊「御園文化展」作品展示 　★Ｔｏｐｉｃｓ 　　６（火 　自治会長会議⑥

１１月 　　４（日 ＊「御園文化祭」開催 「御園文化祭」

　１０（土 　防犯パトロール⑬ 　会場：　御園南自治会館

＊自治会報｛御園南２２号｝発行　菊展示・餅つき・トン汁他 　１７（土 　ニチイケアセンター運営推進会議

　２１（水 「いきいきサロン御園南」⑦（介護予防教室・健康体操）

　２２（木 　三役会⑧ 　２３（金 　相模台芸術フェスタ（相模台中学校）

　２４（土 　防犯パトロール⑭ 　３０（金 　地域福祉推進会議

　　１（土 　第７回／役員・組長会議 　　６（木 　まちづくり会議⑤

１２月 　　　◇年末警戒パトロールについて　◇賀詞交歓会について

　　２（日 　相談役会①

　　８（土 　防犯パトロール⑮ 　１１（火 　自治会長会議⑥・防災会議

　１９（水 「いきいきサロン御園南」⑧（クリスマス会）

　２６（水 　年末警戒パトロール 　★年末警戒パトロール 　１５（土 　御園寿会後期誕生会

　２７（木 　年末警戒パトロール 　年末３日間（延べ２２名参加）

　２８（金 　年末警戒パトロール・中止 　　午後９時～９時３０分

　１２（土 　防犯パトロール⑯ 　　５（土 　相模台地区賀詞交歓会

1月 　１３（日 ＊賀詞交歓会（２０名参加） 　１５（火 　自治会長会議⑦

　２６（土 　防犯パトロール⑰

　３０（水 「いきいきサロン御園南」⑨（新年会：木曽路）

　　１（金 　地区社会福祉協議会役員会議

２月 　　３（日 　三役会⑨ ★Ｔｏｐｉｃｓ 　　５（火 　自主防災隊情報伝達訓練

防犯灯再設・新設　（４灯） 　　６（水 　御園児童館運営委員会

　防犯灯電球交換・修理 　　７（木 　児童厚生施設運営委員会

　　９（土 　第８回／役員・組長会議 　　    ◇定期総会について 　　７（木 　自治会長会議⑧

　　９（土 　防犯パトロール⑱ 　１０（日 　社会福祉協議会福祉講座

　１９（火 　いきいきサロン実践交流会

　２０（水 「いきいきサロン御園南」⑩（ハーモニカ演奏） 　２１（木 　双葉児童クラブ運営委員会

　２２（金 　ふたばっ子みまもり隊の会

　２３（土 　防犯パトロール⑲ 　２２（金 　地域福祉推進会議

　　２（土 　三役会⑪ 　　５（火 　自治会長会議⑨

３月 　　２（土 　防犯パトロール⑳ 　　６（水 　まちづくり会議⑥

　　９（土 　相談役会② 　　７（木 　双葉小学校評議委員会

　１３（水 　会計監査 　　８（金 　麻溝台中学校卒業式

　１６（土 　防犯パトロール○ 　１９（火 　双葉小学校卒業式

　２０（水 「いきいきサロン御園南」⑪（みんなで歌おう） 　２３（土 　地域福祉推進会議・地域デビュー講座

　２７（水 　地区社会福祉協議会役員会議

　３１（日 　平成２５年度定期総会 　２８（木 　地域ケア会議






