きずな (滝 坂小地区協議会)
令和元 年度

第 1号 議案

活動報告

第 7回 総会 の開催
。
令和元年 5月 23日 (木 )19:00〜
きずな委 員 26名

会計監査 2名

行政職 員 2名

来賓 1名 のもと開催 された。

役員会
・平成 31年・令和元年度 は 7回 の役員 会を開催。
次国 の運営委員会 の議題や検討事項を話し合 った。行事 。
広 報紙等 の打ち合わせ 他。
運営委員会
・平成 31年・令和元年度 は臨時 運営委員会 1回 と運営委員会 6回 を奇数月 主に 2金
、
第
曜 日に開催 された。
4月 27日 5月 31日 7月 12日 9月 13日 11月 8日 1月 15日 3月 13日

1地 域 のネットワークに関すること
(1) 地域情報 の共有
地域勉強会 に参加
・令和元年 12月 14日 (土 )14:00〜 16:00 あくろすホール

きずな参加 者 は元木委員斉 藤委員
講演及びワー クショップ 講師 :ベ ネッセこども基金 武 田信彦氏 助 けてを伝 える声を身体で使って

!

調布警察署犯罪のデ ーター 、安全・安心見守り。家族 の力・地域 の力 。自分 の力を育てていこう等。
広 報紙 の発行
きずな第 14号 は 9月 に 3000部 発刊。 第 15号 は 3月 に 3000部 発千J。
きずな (滝 坂小地区協議会 )メ ンバ ーの地域での活 動紹介と活動報告等を記事 にしている。
前期と後期 の活動 内容の報告等を記事にまとめている。

(2)

地域交流の推進 。 地域 の福祉 に関 しての活動

親 子で楽しもう !!芝 生で体カアップフェスティバル
・令和元年 6月 2日

(日

)滝 坂小学校校 庭 。体育館

PTA主 催 /健 全 育成委員会 。開放委員会 。同窓会 。きずな (滝 坂小地 区協議会)が 支援。
輸投げコー ナ ー 実施 参力E賞 のお 菓子と各部門 1位 にも提供
夏まつ りに参加
・令和元年 7月 28日

(日

)〜 29日

(月

)つ つじヶ丘夏まつ りに参カロ 幼児・ガヽ学生対象 にヨーヨー釣 り。

1回 50円 で (釣 れても 釣れなくても 1個 )
絵手紙教室 の実施
。
令和元年 6月 15日 (土 )9:35〜 10:40〜

(2・

講師 富永委員 サポー トきずな委員 7名 で実施

3時 間 日)滝 坂小学校 6年 生対象 に
道具持参

・令和 2年 2月 18日 (火 )13:00〜 17:001回 目 13名 2回 目 7名 の 2部 制 笙 名参加 上金子 集会所 で地域交流事業の
絵手紙教室。

講師 富永委員 サポー トきずな委員 5名 で実施

道 具・懇親会用茶菓を準備

調布 市まち活 フェスタ「地 区協議会カフェ」 ポスター掲示 に参加
・令和 2年 3月 8日

(日

)於

市民 プラザあくろす

きずな (滝 坂小地 区協議会 )の 活動 PR用 ポスター 作成。

コロナウイルスの拡大で中止 になる。

2地 域 の安 全・安 心に関すること
(1)防 災対策 の推進
調布 市防災教 育 の 日
・令和 2年 4月 25日 (土 )10:30〜

滝坂小学校 体育館他

きずな (滝 坂小地区協議会 )は 、作成 した防災 マニュアル に沿 つて体育館 の床等を使用 目的別 に区画の作成。

第 8回 防災訓練
・令和元年 10月 5日 (土 )7:00天 侯確認 7:30集 合 9:00〜 11:30防
災訓練
参加総 数 :約 245名 (参 加者 155名
(来 賓 副市長他 4名

実行委 員長 元本文男

スタッフ 9o名 )

消防署関係 7名 調布 市十 三分団 5名 災害救 助 ボランチィア 2名

調布 市防災安全 課 2名 学校 7名 健全育成委員会 7名 開放委 員会 5名
四中防災ボランティアチーム 7名 高校生ボランティア 2名 協働推進課 1名

PTA役 員 8名

あかね 会 3名

きずな運営委員 20名 )

訂1練 内容 :初 期消火訓練 応急救護 (AED)訓 練 通報連絡訓1練 煙体験訓練 救急 訓練 起震 車体験 1練
訪
防災備 蓄倉庫保管物品の紹介 炊 出しによる非常食試食配布 (ア ルファ米 )豚 汁作り。
配布
チェックシート(300枚 )作 成 軍手 300双 を参加 賞 として配 布

(2)

防犯・交通安全対策 の推進

登校 時 の見守り

毎朝通学路の巡 回

第 6回 年末夜問パ トロール
令和元年年 12月 26日 (本 )〜 27日 (金 )17:00〜 18:00
つつ じヶ丘 駅を中心 に、26日 は北側 B地 区の年末夜間パ トロール を、
翌 日 27日 は京工線 南側 小学校 通学 区域 A地 区の
パ
ロー
年末夜 間 ト ル を実施 。同時にゴミ拾 いも実施。

3地 域 の環境美化 に関すること
530運 動 の実施
活動時間 :7:30〜 8:30(雨 天 中止 )
活 動 日 : 4月 26日 (金 )雨 天 中止 5月 30日 (木 ) 6月 28日 (金 ) 7月 19日 (金 )雨 天 止
中
8月 30日 (金 )雨 天 中止 9月 30日 (月 )10月 30日 (水 ) 11月 29日 (金 )12月 25日
(水 )
1月 30日 (木 )
2月 28日 (金 ) 3月 24日 (火 )
成果報告 :総 参加人数 111名
総 ごみ袋数 87袋 (前 年度参加 人数 130名
総 ごみ袋数 102袋
)

滝坂小学校 南門花壇花 の植 え込みと管理
・6月 5日
2月 1日

6月
3月

14日

7月

10日

9月

7日

9月

17日

9月

30日

10月 4日

11月 5日

11月 10日

17日

*そ の後 の管理 卒業生 の内田和子さんときずなで連携 して行 つている。
つつ じヶ丘駅前トイレウオ ーノ
L/ハ ンガー プランター植 え込 み・植 替えと
管理
・4月 27日

5月 23日

7月 19日

12月 14日

花 の街 プロジェクト プランター植 え替 えに参加
・5月 19日

(日

)12月

8日

(日

)

*プ

ランター 等 の水遣 りも協力 (7・ 8。 9月 に各 1週 間担 当した)

滝坂小学校 PTA・ 健全・開放 。
きずな一 体で「530運 動・校庭 ピカピカ大 作戦・ラジオ体 操」
。
平成 30年 8月 26日

(月

)

保護者 。
きずなのメンバ ー が、校庭 の除草と清掃を実施。その後ラジオ 体操を実施 。
きずなは、100名 分 の缶 ジュースをご褒美 に提供
喫煙 マナ ー アップキャンペ ーン参加

H月

26日 (火 )7:30〜 8:00 つつ じヶ丘駅周辺
・吸殻拾 い等清掃活動 。
ティッシュ配 り等
・令和元年

清掃活動
・毎朝通学路 の清掃を実施
。
調布 市違反特定屋外広告物除去 作業
担 当委員 (鈴 木委員伊藤委員元本委員 中山委員 )除 去点数 890点
つつ じヶ丘駅周辺美化推進重点地 区に指定される (平 成 27年 11月 1日 付 )

