
第1号議案

平成31年
4月 3日

17日

27日

令和元年

5月 8E3

6月 5日

17日

7日

第 1固 定例役員会

'総会について

。今年度の活動計画につしヽて

観桜会

。例年より遅い開催となりましたが、十分に

楽 しいひと時を過ごしせました。

平成30年度定期総会

・平成 30度 活動 。決算報告

・役員選任

。令FEl元年度 活動 。予算 (案)承認

防災教育の日

。飛田給小学校でのヨ:1練 に協力

第2回 定例役員会

・定期総会の報告
。今年度の活動計画について

第 1回地区協議会 連絡会 出席

西部児童館運営会議 (地域連絡会) 出席

第3固 定fll役員会

。今年度のスケジュールについて

飛圏給小学校関係団体連絡会

'飛田給小学校関係団体の活動、行事、日程

等の確認、調整

*出席者

飛田給小学校    山 中 校長

飛田給小学校 PTA 有 田 会長

飛田給小学校開放運営委員会

内 田 委員長

健全育成推進飛田給地区委員会

石 り|1会 長

飛田給小学校地区協議会

小 池 会 長

田 邊 副会長

板 橋 副会長

第1回 防犯 。防災対策合同委員会

・防犯講演会について

。防犯 。防災パ トロールについて
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令和元年度活動報告
平成31年 4月 1日 ～令和2年3月 31日

7月 3鶴

8日

18 El

27日

8月 2圏

7日

9月 4日

18日

23日

10月 2日

第4固 定例役員会

・各委員会より活動計画の日程について発表

・飛圏給駅周辺に防犯カメラの設置ついて

調布市総合防災安全課より説明

地域安全運動功労 。団体の部 表彰

調布警察署

第1回 環境美化対策委員会

。今年度活動計画について

防犯 。防災パ トロール実施 参加 14名

。健全育成と合同

第2園地区協議会 連絡会  出席

第5固 定例役員会

・地域防犯講演会を9月 23日 に実施

。各員会より実施行事予定の発表
。調布市環境政策課より、ラグビーワール ド

カップに向 :ナ て飛田給駅前クリーン作戦に

ついて説明があった。

染地小学校地区協議会 設立総会  出席

第2回 防犯・防災対策委員会

・地域安全講演会の詳細決定

防犯・防災パ トロール実施  参力814名

飛田給1丁 目と2丁 目をパ トロール

・健全育成と合同

第6ECI定例役員会

。地域安全講演会の実施要綱の発表

・各委員会会より報告

第2回 環境美化対策委員会
。今年度の活動について

地域安全講演会 開催 於 飛小体育館

「自転車の正 しい乗 り方J「ラグビーワール

カップに伴 う警備体tll」 「特殊詐欺」に

ついての説明がありました。 参加 45名

第7固 定例役員会
。地域安全講演会の報告

・各委員会から報告

第3回 環境美化対策委員会
。年度内活動計画の詳細決定
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20日

26日

30日

11月 1日

.6日

20日

23 El

24日

飛圏給小学校地域運動会に参加

防犯 。防災パ トロール 実施 参加 16名

。健全育成と合同
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第3回 地区協議会連絡会  参加

・台風 19号の対応について

第8固 定例役員会

・各委員会より報告

11月 ,12月 と行事が続くので協力

第4EEEl環境美化対策委員会

調布市消防署 新庁舎 落成式 出席

ふれあいクリーンデー 参加 115名

今年もPTA地域役員の方の協力を得て地域

清掃を実施できました。

甘酒提供 記念品配布

25日  調布市喫煙マナーアップキャンペーン 協力

タバコ喫煙禁止区域に指定されたにも関わら

ず、飛由給駅は市外からの来街者が多いせい

かタバコの吸い殻が多かった。

午前7130～8100  参加 9名

28日  第3会 防犯・防災対策委員会

。3月 8日 に実施する防災毒1練の実施要網の

説明

12月 4日 第9固 定例役員会
。各委員会より報告

8日  クリスマス・イルミネーション 飾付準備

8時～11時   10名 参撫

14日 地域防犯勉強会 田邊、板橋両冨じ会長 参加

15日  イルミネーション飾付 8時～15時 22名参加

駅コンサー ト11時～12時

聴衆 160名  児童 55名

イルミネーション点灯式 16時30分

令和2年

1月 8日  第10固 定例役員会

,各委員会より報告
。会計より収支の現状について報告

12日  イルミネーションの撤去、片付け 参加 18名

29日  第5回 環境美化対策委員会
。今年度の活動報告

2月 5日 第11固 定例役員会

・3月 8日 (日 )開催の防災訓練の要網の発表
。今年度定期総会の期日決定 (4月 15日 )

・防災用具の購入について
。「たんぽぽこども食堂」開設の説明と協力

依頼  代表 細員さん

14日 第4回 防犯 。防災対策委員会

・防災訓練の実施要網の説明 ,

3月 4日 第12回 定例役員会

・各委員会より報告
。「新型コロナウイルス」拡散防止の為

3月 8日 「防災副練J、 3月 29日 「観桜会」を

中止することに決定

23日 広報誌 第36号 発行
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