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令和２年５月７日
市民会館 中会議室

第２回市こ連理事会 案件

１．安全共済会申込について （別紙）
別紙の通りの方法で受付業務をしていただきます。自粛にて、対応可能な協会事務局員を
削減しています。受付方法を別紙の通りとしたいと思っています。
単位さんへ 不便をお掛けしますので、ご協力をお願いしてください。

２．第２８回躍動するこども会作文コンクールについて (別紙 実施要項)
締 切：令和３年１月７日（木）

なお、作品の受付の開始は１１月５日(木)からです。(保管お願いします)
・作文用紙 単位 10 セット(No.1, No.2)

追加の用紙は青少年協会事務局でお渡しできますので、事務局(874-5165)に連絡後に
取りに行ってください

・作品はブロック長が取りまとめ、青少年協会事務局に提出してください
・１月から３月までの作品も応募可能ですが、現学年の作品として受付します

(必ず現学年を記入してください)
・こども会行事に関係がある題材の作文に限ります
※作品はお返ししませんので、応募者の記録を必ず取っておいてください
※用紙は名前欄のあるＮｏ.１を必ず使用して多いときにＮｏ.２を使用してください
※作品には必ずこども会名・名前・学校名・学年を記載してください
※現時点では総会・新体制がまだの協賛団体があるので、賞が確定していません
（例年の様に協賛して頂けると思われます）

※絵文字は書かないようにしてください
※参加賞は作品数に関係なく１人１個です

３．第３５回大東市こども会フェスティバル(広報活動作品コンクール）について
（別紙 実施要項・作品票・参加申込書）

締 切：１０月１日(木) ９月より受付
・作品はブロック長が取りまとめ、青少年協会事務局に提出してください
※現時点では総会・新体制がまだの協賛団体がありますので、賞が確定していません
（例年の様に協賛して頂けると思われます）

※展示期間は１０／３１ (土)～１１／３ (火･祝)です。
※作品票５枚・参加申込書 1枚 作品票はコピーしてください

（パソコンで作成される場合はホームページにデータがあります）
※作品票は作品の下側へ(横長は長辺に、縦長は短辺に)、コメント欄は作品の裏側へ
貼りつけて提出です。（作品票は保護者・こども会役員が記入してください）

※ポスター作品には念のため作品の裏側にこども会名と作者名をご記入ください
※アニメなどのキャラクターを使用した作品は、審査からはずされます。

４．かべ新聞の作り方講習会
日 時：７月５日(日) ９時３０分～１２時
場 所：市民会館３階 中会議室
講 師：鈴木先生（谷川中学校 校長)

多数の参加をお願いします。育成者・親子での参加もＯＫです。
一緒に勉強してもらえれば、育成者新聞作成に参考になると思います。
また、こども達の制作時にアドバイスをしてあげられます。
ただし、共同作業にはならないでください

※模造紙(四六全判) サイズ(７８８x１０９１) は用意します
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５．令和元年度作文コンクール表彰式
６月以降に計画して、案内の予定です。（現在 会場を予約できません）

６．市こ連 理事・単位こども会育成者の「救急救命講習会」について (再掲)
※自粛延長の為、実施の判断は５月１４日中に延期になりました。別途連絡いたします。

日 時：６月 ７日 (日) （氷野） （深野） （四条） （住道第１）
６月１４日 (日) （南郷） （北条) （四条北） （住道第２）

受 付：１３時 受付開始 （２０分までに必ず受付を済ませてください）
１３時３０分 講習開始
（車で来られる方はサーティホール駐車場が混んでいることもあるので注意）

場 所：大東四條畷消防組合 大東四條畷消防本部
申 込：単位５名ほど （希望が多い場合は事務局までご連絡ください）
締 切：５月２２日

※再講習の方も新しく修了証発行します。お持ちの修了証の持参は不要です。
※ブロック長又は代理は午後１時集合でお願いします）
(時間に来られてない人がいた時の出欠確認の連絡が必要になります)

※日付が違う場合に参加出来る方がおられる場合は事務局へ連絡してください
※救急救命は定期的(５年)により有効な救命処置が出来るように変更になっています
以前受けられた方も、ほぼ毎月消防本部で募集されていますので参加されてくださ
い。心臓マッサージはたゆみなく行うべき、重要な処置ですが大変きついです。
交代ができるように、誰もが有効な処置を行えるように受講を勧めてください
（スポーツ指導者・プール開放される単位は多くの受講者の方が見守るように）

７．学校施設の使用方法・借り方《校庭開放事業以外》（別紙)
・学校に空きを確認、申請書に記入し、学校長に許可印をもらい、市民会館５階の
教育委員会学校管理課に提出すること。学校の許可だけでは借りたことにならないので、
必ず申請書を提出するようにお願いします。（前月の１日から先着順です）
※学校施設開放事業での施設は日曜・祝日・長期休みの運動場、夏休み中のプールです
また時間は９時～１７時 それ以外は上記手続きが必要です

※午前・午後で借りる方が違う時は別々にキーを借りてください
・こども会使用は使用料の減免が受けられます。同時に申請する時、印鑑が必要です
・学校施設をご利用のみなさまへ（別紙）
※学校体育施設開放事業の説明会は６月以降に実施します

８．大東アドベンチャークラブ（ＤＡＣ）入団式
日 時：６月７日（日） 午後１時より
場 所：住道南小学校
団員数： 名 （内 ６年生 名）

９．ジュニアリーダーの講習会について 募集中 （再掲）
○対 象 小学５年生のみ
○参加申込 締 切：６月１５日（月）午後９時まで

場 所：大東市青少年協会 電話８７４-５１６５
○開講式 日 時：７月１２日（日）午後１時３０分～３時

場 所：大東市民会館２階 キラリエホール１・２
参 加：役員・総務部員 参加可能な理事

（午後１時３０分～２時３０分）
◎ＤＡＣ・ＪＬの申込について
現在コロナウイルス感染拡大防止の対策により申し込みの期日を延期しています。
ＤＡＣの入団式、ＪＬの開講式の日程も現在調整中です。決定したら、ご連絡いたしま
す。各こども会で募集についてご質問頂いておりますが、募集は行って頂き、会費等は
受付できるようになりましたら、届けて頂くということにさせて頂きたいと思います。
よろしくお願い致します
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10．ラジオ体操カード
必要数 来月(６月理事会）確認します
予定配布数 北条( １００) 四条(２００) 四北(３５０ + ２５０）

南郷(１,２００) 氷野(８００) 住１(３００) 住２(１５０)

11．(開催中止) 相撲大会の応援について
日 時： ５月１７日(日) 応援 ８時集合
場 所： 御供田相撲場、 雨天決行
応援理事 今年は実施された場合 ＪＣさんがおられないので東西とも受け持ちます
① 受付
② 学年ごとの選手を招集し、東西及び試合順に整列させる
③ 控えに誘導
④ 東の選手のまわしに赤いリボンをつける
⑤ 勝者を次試合での控えへに誘導 西に行く子はリボンを取り、東ではリボン

12．第５９回大東市こども会ソフトボール選手権大会
日 時：８月２日(日) （予備日 ８月９日(日)）
場 所：氷野小学校
(１) ソフトボール大会打合せ （連盟と役員）

５月２０日 午後７時３０分～ 教育委員会会議室
(２) ソフトボール大会開会式・抽選会・説明会

日 時：７月５日(土) １９時
場 所：大東市民会館２階 キラリエホール２

(３) 大会参加チーム 選手名簿(６月理事会で配布)
提出期限 ６月１５日(月)
※パソコンで入力されるチームはそのデータをメールして頂くと助かります
プリントされＦＡＸの場合 名前の文字を出来るだけ大きくしてください
gakusyu@city.daito.lg.jp

13．役員必携
・市こ連行事について
・年度末に返却をお願いします

14. その他
（１）会計より

・親睦会 会費について
・市こ連分担金(年会費)、まだのところは２４日までに
・ポロシャツ・帽子・サンバイザー

（２）近畿地区子ども会連絡協議会 （３０年度配布済）
子ども会育成カード（ＳＨＯＷＮ Ｃａｒｄ）
https://showncrd.jimdo.com/
必ず前任者から引き継いでください（再発行されません）

(３）第４回大東市ドッジボール大会
主 催：大東市ドッジボール実行委員会
日 時：令和２年９月６日（日）
場 所：大東市立市民体育館
抽選会：８月上旬

（４）ＪＣさん５月の公開講演会はありません
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（５）（開催中止）憲法週間記念行事
主 催：大東市・大東市教育委員会・人権啓発ネットワーク大東

（６）(開催中止)だいとうクリーンウォーク＆環境フェア２０２０
第３５回大東市花と緑のまつり

日 時：６月１４日(日) 午前１０時～午後２時
場 所：

◎ブロック報告書・安全チェックシート・校庭使用予定表・報告書の提出
◎ブロック意見交換 単位こども会の情報

住道第２ブロック 北条ブロック

住道第１ブロック 四条ブロック

氷野ブロック 四条北ブロック

南郷ブロック 深野ブロック

・市こ連のページ https://www.daitou.info/shikoren/
・ツイッター https://twitter.com/daitoshikoren (daitoshikoren)

※来年度のレジメ作成のため 中止になったイベントも記載しています


