第 2号 議案
2021年 度 活動計画書 (案 )(2021年

4月 1日

から2022年

3月 31日

まで)

1 地域 の安全安 心に関す るこ と
1)地 域 の防災対策 に関す ること
① 防災教育 の 日 (4月 24日 土曜 日)
ちょうわ地区協議会 は調布市及 び調和小学校 と連携 して調和小学校 の防災備蓄倉庫 内
にある防災用品の確認 と整理・ 配置方法 の改善 を行 います。
*今 年度 の市統一テーマ 「感染症対策 を踏 まえた避難所開設訓練は、市職員 のみで実施 さ
れま した。
② 第 11回 防災訓練 (9月 25日 土曜 日)
今年度 で 11回 目を迎 える防災訓練を実施 します。
調和地域 の防火・防災意識 の高揚を図 り、尊い生命 と貴重な財産 を守る こ とを目的 とし
た訓練 をいた します。具体的 には、調布警察署、調布消防署、調布市消防自、調布市総合
防災安全課な どのご指導 ご協力 の もと、各種訊1練 を実施 いた します。
ントイ レが設置 されま した。災害時に簡易 トイ レと
昨年度調和小校庭 に 6つ のマ ンホーノ
して利用す る廃水弁です。上物 の トイ レが納入 され次第、使用方法等 をお知 らせいた しま
す

。

2)地 域 の防犯及 び通学路などの交通対策
防犯・交通安全対策 の推進 を軸 として『 地域 の安全な街づ くり』を コンセプ トに以下 の
活動を推進 します。
調和小学校児童 の通学路 で もあ ります柴崎駅周辺 の改善 につ きま しては、地域 の皆様 の
ご努力 によ り柴崎駅 の改善及 び 甲州街道・柴崎駅・品川道 をつ なぐ大町通 りの拡幅工事 の
準備 が行 われ る事 とな りま した。今後 とも『 地域 の安全な街づ くり』に取 り組 んでまい り
ます。

2

文化 ,健 康 に関す る こと
1)子 どもフー ドパ ン トリー (7月 17日 土曜 日)
毎年恒例 のサマー フェス タ、東 日本 の海産物 を手作 りの コン ロで焼 くバーベ キ ューや
野菜 の販売 は、新型 コロナ ウイルスの感染拡大予防 の観 ッ
点か ら今年度は中止 し、子 ども
｀
フー ドパ ン トリー を実施 します。

2)第 8回 ちょうわラジオ体操

。日曜 日〜26日 ・木曜 日) 会場は市民大町スポ
ー ツ施設大運動場 (雨 天 の時は体育館 )
ラジオ体操 を通 じて、近隣 の輸 を広げ、地域 の安全 と健康 の保持・増進 に努 めます。
(8月 22日

3)地 域 のゆたかな環境 を守 り、子 どもたちの健やかな成長 をはぐくむ活動
夏休み企画 「野川 の学校」 (7〜 8月 上旬)

調和小学校 の 3年 生 の総合 でやつてい る 「野川学習」 をリメイク します。
未就学児 か ら6年 生までを対象に した、夏休みの 自由研究につ ながるような内容に し
ます。
保護者 に も積極的 に参加 して頂 き、現在 の リアルな野川 の環境問題 を知 つて もらい、
今後 コ ミッ トで きるような人材育成 に繋げます。
会場 は調和小学校 ア リーナ
日曜 日、予定)
健康で活動的な暮 らしをするために、 5項 目 (年 齢別 で 2コ ース)の 体力演1定 を行 い
ます。調布市 スポーツ推進委員 の方 々にご協力をいただき、数値 をグラフ化 します。地
元 の LIXILデ ィアーズ と電通大クラッシャーズのご協力 をいただき、アメリカ ンフ

4)第 11回 健康 フェステ ィバル

(2月 27日

ットボールの基本練習や、チア リーダーの演技 を行 います。
情報の共有 と事務処理 に関す ること
1)総 務委員会 は、行政や地域 の皆 さん との円滑な交流活動や連絡体制 の強化 と広報活動
の さらなる前進をはか ります。

3、

2)広 報委員会は会報の年 3回 の発行 と、イベ ン トチラシ等の作成 を行います。

