
案土戯口万一弟

令和 3年
4月 7日

25日

5月 7日

6月 6日

30日

7月 7日

13日

18日

8月 4日

令和3年度活動報告
令和3年 4月 1日 ～令和4年 3月 31日

第 1回 定例役員会

・令和 3年度 総会について

・4月 28日 (水 )に 予定

総会は書面表決にて行 う事に決定

・総会資料 と表決書を送付 して表決する

三役会 (会長、副会長)開催

・総会書面表決について

5月 12日 の第2回定例役員会は緊急事態宣言

を受け中止 とする

●総会書面表決について

令和3年 4月 30日 必着で書面表決書が提出され

提出議案通 り (第 1号議案～第6号議案)可決

成立 しました。

第3回 定例役員会

・各委員会より今年度の行事予定ついて発表

・コロナ禍の中、予定行事を行 うことが可能

かどうか不確定

広報誌39号  発行

第4ヨ 定fi役 員会

・環境美化対策委員会より、飛田給駅前の

モニュメン トのライ トアップについて

・飛田給駅前クリーン作戦について

。各委員会 より報告

飛田給駅前クリーン作戦 参加

「飛田給イル ミネーシ ョン2021夏」設営点灯

オ リンピック・パラリンピック開催時に駅前を

明るくする事を目的として開催

第5回 定例役員会

・防犯・防災対策委員会より報告

合同パ トロールは、91011月 にイ〒う

*今年度の「地域安全講演会」は中止

・環境美化対策委員会より報告

飛田給駅前モニュメン ト・ライ トアップに

ついて 他

9月 1日  第6回 定例役員会

・防犯・防災対策委員会 より「要避難者の

バスによる避難」 に関する要望について説明

・各委員会より報告

10月 6日  第7回 定例役員会

・防犯・防災対策委員会

合同委員会を11月 17日 に開催する

安全パ トロール 10月 23日 、 11月 27日 に実施

・環境美化対策委員会

今年度の事業予定を発表

・広報委員会

西部公民館文化祭に地区協の内容紹介

開催期間 :10月 30日 ～ 11月 7日

21日  第 1回 環境美化対策委員会

・今年度の行事予定の確認

23日  防犯・防災パ トロール実施 参加13名

健全育成 と合同

30日  西部公民館文化祭 展示物を設置

11月 10日  第8回 定例役員会

各委員会よ り報告

16日  第 1回 防犯・防災対策合同委員会

・防災訓練について

17日  喫煙マナーアップキャンペーンに参加

飛田給周辺の清掃を行 う

19日  第2回 環境美化対策委員会

・行事予定の実施要綱の確認

22日  広報誌40号  発行

27日  防犯・防災パ トロール実施 参加16名

健全育成 と合同

28日  ▽S、 れあいクリーンデー 実施 参加150名

・飛小 PttAの 皆さんの協力を得 ました。

・五中ボランティア部の生徒 さんも参加

しました。

12月 1日  第9回 定例役員会

・防災対策委員会より報告

総合防災訓練は令和4年 3月 6日 (日 )に実施

・環境美化対策委員会より報告

x masイ ルミネーション及び駅コンサー ト

について   他
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5日  x'masイ ル ミネーシ ョン 電飾設置

11日  x masイ ル ミネーシ ョン点灯及び駅 コンサー

・駅 コンサー トを開催出来、飛小合唱団の

歌声を聴 くことが出来 ました。

11日  「地域防災勉強会J参加 主催 協働推進課

・災害時に被災者がおかれる環境の問題点

災害時の対応 :情報、避難所での生活 他

・災害時に大切なことは「地域のつなが りJ

24日  広報誌41号  発行

令和4年

1月 9日

12日

xlmasイ ル ミネーシ ョン 片付け

第10回 定例役員会

防犯・防災合同委員会

。今年度の防犯事業は中止 し、来年度実施する

・総合防災訓練の実施について

各委員会より報告

第2回 防犯・防災合同対策委員会

・総合防災訓練の実施について

25日

2月 2日  第11回 定例役員会

防犯・防災合同委員会

'総合防災訓練の実施について

実施するかどうかは、今月半ばに決定する

環境美化対策委員会

・x masイ ル ミネーシ ョン及び限コンサー ト

の結果報告

各委員会 より報告

2日  地区協議会の活動紹介が、調布市役所 ロビー

で行われました。

9日  第3回 環境美化対策委員会  中止

・xlmasイ ル ミネーシ ョン及び駅 コンサー トの

結果報告は、各委員に郵送 しました。

10日  三役会

・新型 コロナウイルスの感染対策の為

3月 6日 (日 )総合防災訓練は中止 とする

3月 2日  第12回 定例役員会

・今年度の総括及び定期総会について

・各委員会より報告

・防災器具、備品の購入について

6日  第8回調布 まち活フェスタに参加

ブログラムの中で、今年は地区協議会の紹介

があ り、参加 しました。

*今年はオンラインで開催 されました。
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