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平成２５年６月６日

アクロス特別会議室

２５年度 第３回市こ連理事会案件

１．第９回大東ＪＣカップ争奪ドッチボール大会について（別紙）

（説明）主催 社団法人大東青年会議所

日 時：９月１日 ９時より開会式 受付８時１５分から３０分

場 所：大東市民体育館

ルール：日本ドッジボール協会の公式ルールに基本的にのっとり行われます。

（登録選手は１５名 試合参加は１０名）

・市こ連は後援団体として協力します

・参加者の募集をお願いします

・申込締切 ７月２０日（土）

・抽選・ルール説明会 ８月６日(火）１９時 アクロス４階 特別会議室

※日本ドッジボール協会の審判員の方が来て頂けると思いますので、ルール説明会

には指導者何人かで参加してもらって、分からない点を質問しルールの理解をお

願いします(予定)

２．２５年度 第２回理事・育成者研修について (救急救命） （別紙 救急の手順）

日 時 １日目 ２日 参加者 理事・育成者 ４９名参加

２日目 １６日 午後１３時３０分～１６時３０分 参加予定 ５３名

受 付 １３時より 担当役員・実施ブロックより１名（１３時集合）

１３時２０分には受付が終わるようお願いします１３時２０分には受付が終わるようお願いします１３時２０分には受付が終わるようお願いします１３時２０分には受付が終わるようお願いします

場 所 大東市消防本部 ４階 （市民総合文化ホセンター駐車場を挟んだ南側）

※救急救命は年ごとに有効な救命処理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、ほぼ毎月消防署で募集されていますので参加されてくだ

さい

３．第５２回大東市こども会ソフトボール選手権大会について （別紙 実施要項）

（１）開会式＆抽選会

日 時：７月６日（土） 午後７時開始

受 付：６時４０分～５５分

場 所：大東市民会館２階 大集会室

準 備：役員･理事は午後６時集合、大集会室のいすを全て片づけます

※ 選手はユニホーム着用で全員参加です

※ 選手宣誓（前年度優勝チーム）

※ 夜の開催の為、各チームは責任をもって安全に引率してもらってください

（２）大 会

日 時：７月２８日 ８時３０分 (予備日 ８月４日） 集合７時３０分

場 所：府立緑風冠高校 （予備日 深野中学校）

※ 抽選はブロックは前もって分けないで抽選しますので、同ブロックのチー

ムがあたる可能性があります。

※ 合同チームの申請は前年度と変更がない場合申請不要します

※ 男子と女子とでルールの違いがあります
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（３）大会参加登録締切 別紙（参加選手名簿）

締切日 ６月２４日（月）

・選手名簿は 青少年協会(１２時～２１時)までお願いします

・ＦＡＸもＯＫですが、FAX874-5165送信後、確認の電話874-5165をお願いします

また、ＦＡＸ送信者の連絡先を記入してください

・パソコン入力された場合はそのデータをメールでお送りください

アドレス(kawakami@wa-o.net）

選手名簿のデータ(エクセル)はホームページにおいておきます

※審判※審判※審判※審判(塁審塁審塁審塁審)は必ず ２名記入をお願いします。は必ず ２名記入をお願いします。は必ず ２名記入をお願いします。は必ず ２名記入をお願いします。

※中止等の連絡の為、チーム連絡者の氏名・携帯番号を必ず記入をお願いします

４．リーダーセミナー（かべ新聞の作り方）（別紙 申込書）

日 時：７月２１日(日) ９時～１２時

場 所：市民会館３階中会議室

講 師：赤井先生（泉小学校 教頭)

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、

制作時にアドバイスをしてあげてください。

５．プール開放事業実施について

日 時：７月２０日～８月２５日（夏休み期間) 午前９時～午後５時

（学校が使用される日をブロックで確認してください）

実施校 北条ブロック(北条) 四条ブロック(四条）

深野ブロック(深野) 氷野ブロック(氷野・三箇)

住道第１ブロック(泉) 住道第２ブロック(灰塚・住道南)

四条北ブロック(四条北) 南郷ブロック(諸福)

※南郷小はプール改修のため使用できません

①夏休みの校庭開放は全日、学校体育施設開放運営委員会(現状はブロック会議)に委

託します。夏休み中の運動場・プールは学校及び市が使用しない日は、学校体育施

設開放運営委員会(ブロック会議)で調整のもと使用することができます。

ただし、プール開放事業は使用団体はこども会のみに限られます。ただし、プール開放事業は使用団体はこども会のみに限られます。ただし、プール開放事業は使用団体はこども会のみに限られます。ただし、プール開放事業は使用団体はこども会のみに限られます。

②プール開放には救急救命講習を受講された方が必ず複数人常駐してください

③各小学校にＡＥＤが設置されていますので、場所の確認をしてください（別紙）

なお、その設置場所は単位役員、育成者、スポーツ指導者にも場所の確認をして

おくよう求めてください

④プールは節度ある使用(節水節水節水節水)をお願いします

（溜め置き式の学校では 実施する日を出来るだけ固めてもらえれば助かります）

⑤運営委員会にてプール開放の使用予定が決定しましたら、速やかに生涯学習課

(870-9687)にＦＡＸをお願いします

（薬品購入の関係があるので、７月理事会までにお願いします。）

⑥ プールの安全確認について（別紙）

６．総務部より

（１）市こ連だよりについて ９月理事会 配布予定

掲載希望の記事があれば８月１日までに 役員まで
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（２）ラジオ体操カード(読売新聞 販売店様提供) ７月理事会 配布予定

必要希望数

北条( ) 四条( ) 四北( ) 深野( )

南郷( ) 氷野( ) 住１( ) 住２( )

７．青少年健全育成市民大会 (別紙 チラシ)

日 時：７月１２日（金） 午後７時より ６時30分受付開始

場 所：市民会館２階 大会議室

内 容：講 師 大阪府青少年課 課長補佐 上畠 克弘 氏

演 題 「少年非行の現状と少年が非行に至るプロセス」

※各単位・ブロックより役員・指導者２～３名程度の参加をお願いします

８．北河内子ども会育成連絡協議会関係 行事日決定

・北河内フェスティバル（担当市：枚方市）

１１月１７日(日) 場所 ラポール枚方

・スポーツ大会(駅伝) （担当市：守口市）

２月２３日(日) 予備３月９日(日) 寝屋川打上緑地

・大阪府こども会大会 １月下旬～２月上旬

・その他 府こ連５０周年記念事業があります

９．平成２５年度「大阪府国際こども交流会（招へい）」について

事前研修日：７月２０日（土）

交流日 ：８月 ４日（日）～ ７日（水）

募 集 ：５０名

締 切 ：７月５日

10．ブロック駅伝大会での深北緑地利用の日程確保

・深北緑地（芝生広場）は、他のイベントのため、下記の日は利用できません。

１１月１０日(日)、１７日(日)(市民マラソン）、１２月１日(日)

同日の利用はブロック間で調整してください。ちなみに同日利用の場合、

利用料が分割される分安くなります

深北緑地での予選会については、全ての利用ブロックの日程が決まり次第、

深北緑地所長へ直接お願いに行きます。各ブロックの日程を予備日も含め、

同じ日に合わせたいと思います。ブロックの状況はいかがでしょうか。

（去年実施のブロック 四条・深野・氷野）

開催希望日を１１月２４日(日)で確保を

11．大東市スポーツ指導者研修会について

日 時：平成２５年６月１５日（土）午後７時～午後９時

場 所：市民会館３階 中会議室

内 容：「安全で楽しいスポーツ指導について」

講 師：田中 譲（大阪産業大学）
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12．その他

（１） 安全チェックシートについて

けがなどで見舞金を請求する時に提出は義務づけられてはいませんが、行事・スポ

ーツの安全確保の為の基本的な確認事項ですので、ぜひご利用をお願いします。

使用分はブロックで集めて理事会時に、事務局へ提出してください

(２）安全共済会の行事予定表(変更・追加)について

安全共済会の行事予定表の変更･追加は、前月２０日までに青少年協会へ提出

この報告義務に関して分からないことがある時は青少年協会へ電話してください。

電話(８７４-５１６５)FAX兼用、 なお、この件を含め安全共済会に関しての相談

は１２時～２１時の間で、第２木曜日(アクロス休館日)を除く日にしてください

（３）文化部より

各行事ごとに作文をこども達にお願いしてください

フェステバル応募作品 行事のポスターも掲示で汚れないようにして、

ぜひ、応募をお願いします

（４）生涯学習部スポーツ振興課関連行事予定

10月14日(祝) 大東スポーツカーニバル 午前９時～ 市民体育館

11月17日(日) 大東市民マラソン 午前９時～ 深北緑地 （予備日12/1）

３月８日(土) ニュースポーツフェスティバル 午後１時～（予定）市民体育館

（５）相撲大会について

・春の大会の結果（別紙）

・秋の大会 ９月１６日(祝)に実施予定

（６）会計より

親睦会

13. 各ブロック・各単位こども会のの活動計画・報告各単位こども会のの活動計画・報告各単位こども会のの活動計画・報告各単位こども会のの活動計画・報告及び情報交換

●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

住道第２ 北条

住道第１ 四条

氷野 四条北

南郷 深野

URL:http://www.daitou.info/shikoren/


