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平成２６年５月１日

市民会館 中会議室

２６年度 第２回市こ連理事会 案件

１．第１回理事・育成者研修会 報告

内 容：プロジェクトアドベンチャー(ＰＡ)講習

日 時：４月２７日（日）午前１０時

場 所：青少年野外活動センター

参加者：３７名 （こども ７名） サポート役員・理事 ９名

講 師：青少年協会 田北さん

こども達は リーダーの 小原さん・柳田さん

２．だいとう花まつり 報告

３．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)

日 時：６月 １日 (日) （氷野）（四条北）（四条）（住道１）

６月 ８日 (日) （南郷）(北条) （深野）（住道２）

受 付：１３時より １３時３０分開始 （２０分までに受付済ませてください）

（車で来られる方はサーティホール駐車場混んでいることもあるので注意）

場 所：大東市消防本部

申 込：単位３名まで（多い場合は事務局までご連絡ください）

締 切：本日

ブロックにて受講者一覧表に記入し､事務局(生涯学習課)へ持込

※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当日受付をお願いします。（１３時集合）

(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

４．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

５．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
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６．だいとうクリーンウォーク２０１４

主 催：市民生活部 環境課主催 大東市民憲章推進協議会 共催

日 時：６月１日（日） （10時 30分までに到着するように各自で清掃を開始）

場 所：大東中央公園

内 容：家から大東中央公園まで清掃しながら歩く

フリーマーケット(予定)

市主催 花と緑のまつりと同時開催

７．第５３回大東市こども会ソフトボール選手権大会（選手名簿）

日 時：７月２７日 （予備日 ８月３日）

場 所：府立緑風冠高等学校 （予備の場所 未定）

(１) ソフトボール大会打合せ (予定)

５月２０日(火) １９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６日(日) １９時

場 所：大東市立総合文化センター 多目的小ホール

※開会式を行います

(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２４日

※ 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

gakusyu@city.daito.lg.jp

８．大東アドベンチャークラブ（ＤＡＣ）入団式への出席

日 時：５月１１日（日） 午後１時より

場 所：大東市立住道南小学校

参 加：役員・総務部・参加可能な理事

会員数：１０５名 （内 ６年生 ５４名）

９．ジュニアリーダーの講習会について（再掲）

○対 象 小学５年生のみ

○参加申込 締 切：６月１４日（土）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１３日（日）午後２時３０分～５時

場 所：大東市立住道南小学校 体育館

参 加：役員・総務部員 参加可能な理事（午後２時～３時３０分）

10．相撲大会の応援について

日 時： ５月１８日(日) ８時集合

場 所： 御供田相撲場、 雨天決行

応援理事 （ ）（ ）（ ）（ ）
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11．第２２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：平成２７年１月８日（金）

（最終日１月８日はアクロス休館のため、理事会でのみ受付）

なお、作品の受付の開始は１１月７日から作品の受付の開始は１１月７日から作品の受付の開始は１１月７日から作品の受付の開始は１１月７日からです。

・作文用紙 単位 10セット(No1, No2)

追加の用紙は青少年協会事務局でお渡しできますので、事務局に連絡後(874-5165)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

※作文コンクール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Ｎｏ１を必ず使用して多いときにＮｏ２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・住所等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

12．第２９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

締 切：１０月２日(木) ９月より受付９月より受付９月より受付９月より受付 （別紙 実施要項・作品票・参加申込書）

・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(金)～１１／３(月・祝)です。

※単位分 （作品票５枚・参加申込書 1枚)

（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、コメント欄は作品の裏側へ貼りつけて提出してもらうよう

にお願いしてください。（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、審査からはずれます。

13．かべ新聞の作り方講習会 （別紙 申込書）

日 時：７月１３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) （調整中）

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。

14．ラジオ体操カード

必要数 来月確認します

予定配布数 北条( ３００) 四条( ３００) 四北(３５０) 深野(８５０)

南郷(１２００) 氷野(１２００) 住１(３５０) 住２(４００)
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15．一斉メールへの登録への再度のお願い

16. その他

（１）会計より

・親睦会 会費について

・市こ連分担金、まだのところは至急に

・ポロシャツ・帽子

（２）さとう宗幸 トーク＆コンサート

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

場 所：サーティホール

日 時：５月９日（金） 午後６時３０分 開場予定

午後７時 開演

場 所：大東市立総合文化センター 大ホール

整理券：配布中（理事会終了後にもお渡しできます。）

（３）吉田兄弟 三味線だけの世界

主 催：大東市・大東市教育委員会

日 時：６月２９日（日） 午後３時３０分 開場

午後４時 開演

場 所：大東市立総合文化センター 大ホール

料 金：前売 一般 ４，０００円（当日４，５００円）

（障害者の方は５００円割引）

◎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 http://www.daitou.info/shikoren/


