
　 　　　　 　　　平成２５年度　　事  業  計  画　(案） 　　　　(自）御園南自治会
平成25年3月31日

月 日 　　　　　 　　　　事 　　　　業 　　　　内 　　　　容 　　　　　担　　　当
３月 　　３１（日）   平成２５年度定期総会・懇親会 　新旧役員・組長

４月 　　５（金） 　三役会① 　三役
　　６（土） 　第１回／役員・組長会議　　　　　　　　　　　　　　　（於：御園南自治会館） 　役員・組長（ｐｍ７：００）

　　　◇２５年度事業計画について　◇自治会費集金について
　１７（水） 「いきいきサロン御園南」① 　福祉部・文化部・三役
　２７（土） 　防犯パトロール①　　　　　　　　　（於：御園南自治会館集合　ｐｍ８：００） 　防犯部・役員・組長
　　６（月） 　三役会② 　三役

５月 　１１（土） 　第２回／役員・組長会議 　役員・組長（ｐｍ７：００）
　　　◇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

　１９（日） 　自治会費収納　（於：御園南自治会館）　★Ｔｏｐｉｃｓ 　三役
　１５（水） 「いきいきサロン御園南」② 「御園南地域清掃」 　福祉部・文化部・三役
　１５（水） 　７自治会合同防災会議①　　　　　　　　年３回開催・花の苗配付 　防災部・三役
　１８（土） 　夏まつり実行委員会①　　　　 　　御園４丁目みなみ公園 　三役・部長・副部長・子ども会

　１８（土） 　防犯パトロール② 　　自治会館前 　防犯部・役員・組長
　２５（土） 　夏まつり実行委員会② 　三役・部長・副部長・子ども会

　２５（土） 　防犯パトロール③ 　防犯部・役員・組長
　２６（日） 　市民一斉清掃・花いっぱい運動 　環境衛生部・三役
　　未定 　自主防災定例会議 　自主防災隊
　　１（土） 　三役会③ 　三役

６月 　　１（土） 　防犯パトロール④ 　防犯部・役員・組長
　  ８（土） 　第３回／役員・組長会議 　★Ｔｏｐｉｃｓ 　役員・組長（ｐｍ７：００）

　　　◇御園南夏まつりについて 「いきいきサロン御園南」

　１５（土） 　夏まつり実行委員会③ 　　（全１１回開催予定） 　三役・部長・副部長・子ども会

　１９（水） 「いきいきサロン御園南」③ 　高齢者集いの場 　福祉部・文化部・三役
　１９（水） 　７自治会合同防災会議② 　会場：御園南自治会館 　防災部・三役
　２２（土） 　防犯パトロール⑤ 　毎月第３水曜日 　防犯部・役員・組長
　２３（日） 　お祭り準備（案内状発送） 　午前１０時～１２時 　役員・組長
　２９（土） 　夏まつり実行委員会④ 　三役・部長・副部長・子ども会

　＊会員名簿発刊
　　６（土） 　防犯パトロール⑥ 　防犯部・役員・組長

７月 　　７（日） 　三役会④ 　三役
　１３（土） 　第４回／役員・組長会議 　役員・組長（ｐｍ７：００）

　　　◇「御園南夏まつり」について　◇御園南一斉清掃について
　１４（日） 　御園南一斉清掃 　★Ｔｏｐｉｃｓ 　環境衛生部・三役
　　　未定 　お料理講習会① 「御園南夏まつり」
　１７（水） 「いきいきサロン御園南」④ 　会場：　御園ふれあい広場 　福祉部・文化部・三役
　１７（水） 　７自治会合同防災会議③ 　盆踊り・太鼓・模擬店 　防災部・三役
　１９（金） 　夏まつり前日準備 　花火・子供神輿　等 　役員・組長
　２０（土） ＊「御園南夏まつり」開催　（於：御園ふれあい広場） 　役員・組長
　２１（日） 　後片付け・慰労会　　　　 　役員・組長
　　未定 　自主防災定例会議 　自主防災隊
　　３（土） 　防犯パトロール⑦ 　★Ｔｏｐｉｃｓ 　防犯部・役員・組長

８月 　２４（土） 　防犯パトロール⑧ 「防犯パトロール」 　防犯部・役員・組長
　　未定 　三役会⑤ 　月２回　土曜日 　三役
　　未定 　相談役会① 　午後８時～９時 　相談役会・三役
　３１（土） 　第５回／役員・組長会議 　役員・組長（ｐｍ７：００）

　　　◇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

 　 １（日） 　地区総合防災訓練 　★Ｔｏｐｉｃｓ

９月   １１（水） 　７自治会合同防災会議④ 「敬老の日のお祝いお届け 　防災部・三役
　　未定 　自主防災定例会議 　７７歳以上の方へ 　自主防災隊
　１４（土） 　防犯パトロール⑨ 「敬老の日お祝い会」 　防犯部・役員・組長
　１５（日） 　敬老の日お祝い品お届け 　会場：御園南自治会館 　福祉部・三役

　１８（水） ＊「敬老の日お祝い会」開催 　いきいきサロンと同時開催 　福祉部・文化部・三役

　「いきいきサロン御園南」⑤



月 日 　　　　事 　　　　業 　　　　内 　　　　容 　　　　　担　　　当
　２１（土） 「御園文化祭」打ち合わせ① 　文化・体育・福祉部・子ども会・三役

９月 　２８（土） 　三役会⑥ 　三役

　２８（土） 　防犯パトロール⑩ 　防犯部・役員・組長

　２９（土） ＊「７自治会合同防災訓練」　     （於：御園南自治会館・双葉小学校） 　役員・組長　

　　５（土） 　第６回／役員・組長会議 　役員・組長（ｐｍ７：００）

１０月 　　　◇相模台地区体育祭について
　　　◇「御園文化祭」について　　◇御園南一斉清掃について

　１２（土） 　防犯パトロール⑪ 　防犯部・役員・組長
　１３（日） 　相模台地区体育祭 　★Ｔｏｐｉｃｓ 　体育部・役員・組長
　１６（水） 「いきいきサロン御園南」⑥ 「７自治会合同防災訓練」 　福祉部・文化部・三役
　２６（土） 「御園文化祭」打ち合わせ② 　双葉小学校避難所指定 　文化・体育・福祉部・子ども会・三役

　２６（土） 　防犯パトロール⑫ 　7自治会で開催 　防犯部・役員・組長
　２７（日） 　御園南一斉清掃・花いっぱい運動 　会場：自治会館・双葉小校庭 　環境衛生部・三役
　２７（日） 　文化祭準備 　文化部・役員・組長
３１日（木） 　御園文化祭・文化展 　三役・防災部
　　１（金） 　御園文化祭・文化展 　文化部・役員・組長

１１月 　　２（土） 　御園文化祭・文化展 　★Ｔｏｐｉｃｓ 　文化部・役員・組長
　　３（日） ＊「御園文化祭」開催　 「御園文化祭」 　文化部・役員・組長
　　９（土） 　防犯パトロール⑬ 　会場：　御園南自治会館 　防犯部・役員・組長
　２０（水） 「いきいきサロン御園南」⑦ 　作品展示・菊展示 　福祉部・文化部・三役
　３０（土） 　三役会⑦ 　餅付き・豚汁等 　三役
　３０（土） 　防犯パトロール⑭ 　防犯部・役員・組長
　　未定 　自主防災定例会議 　自主防災隊
　　７（土） 　第７回／役員・組長会議 　役員・組長（ｐｍ７：００）

１２月 　　　◇年末警戒パトロールについて　◇年始め交流会について
　　　未定 　自治会報発行
　１４（土） 　防犯パトロール⑮ 　★Ｔｏｐｉｃｓ 　防犯部・役員・組長
　１８（水） 「いきいきサロン御園南」⑧ 「年末警戒パトロール」 　福祉部・文化部・三役
　２６（木） 　年末警戒パトロール 　　年末３日間 　防犯部・役員・組長
　２７（金） 　年末警戒パトロール 　　午後９時～９時３０分 　防犯部・役員・組長
　２８（土） 　年末警戒パトロール 　防犯部・役員・組長
　１１（土） 　防犯パトロール⑯ 　防犯部・役員・組長

1月 　１２（日） ＊年初め交流会 　★Ｔｏｐｉｃｓ 　役員・組長
　１５（水） 「いきいきサロン御園南」⑨ 「お料理講習会」 　福祉部・文化部・三役
　　　未定 　お料理講習会② 　会場：　御園南自治会館 　文化部・三役
　２５（金） 　三役会⑧ 　年２回開催予定（７月・１月） 　三役
　２５（土） 　防犯パトロール⑰ 　防犯部・役員・組長
　　未定 　自主防災定例会議 　自主防災隊
　　１（土） 　防犯パトロール⑱ 　防犯部・役員・組長
　　６（木） 　地区情報伝達訓練 　★Ｔｏｐｉｃｓ

２月 　　８（土） 　第８回／役員・組長会議 　　自治会報　発行 　役員・組長（ｐｍ７：００）
　　　◇定期総会について 　　ホームページ更新

　１５（土） 　防犯パトロール⑲ 　　　　 　防犯部・役員・組長
　１９（水） 「いきいきサロン御園南」⑩ 　福祉部・文化部・三役

　相談役会② 　相談役・三役
　　１（土） 　三役会⑨ 　三役
　　８（土） 　防犯パトロール⑳ 　★Ｔｏｐｉｃｓ 　防犯部・役員・組長

3月 　　　未定 　会計監査 　「自主防災隊組織 　会計・監事・会長・副会長
　１５（土） 　防犯パトロール○ 　　　　　定例会議」 　防犯部・役員・組長
　　未定 　自主防災定例会議 　　　　　　　　実施予定　　 　自主防災隊
　１９（水） 「いきいきサロン御園南」⑪ 　福祉部・文化部・三役

　３０（日） 　平成２６年度定期総会 　新旧役員・組長


