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平成２６年７月３日

アクロス４階

２６年度 第４回市こ連理事会案件

１．ラジオ体操カード

・寄贈者：読売新聞 府下東部支部 住道北販売店 様

・贈呈式：読売新聞 読売センター住道北 店長 松本 勝 様より

・取 材：読売新聞社

※ブロックへは理事会終了後お渡しします

２．大東市相撲大会（別紙 要項・申込書）

（説明：大東市相撲連盟より 麻田さん）

日 時：９月１５日(月･祝) 選手８時30分集合 役員・協力理事 ８時集合

場 所：御供田相撲場

締 切：９月６日(土)相撲連盟まで FAX:072-872-2546 TEL:072-872-1843

市こ連の応援の内容

①受 付 出欠・名前の間違いなどの受付（参加賞を渡す）

②団体戦(５名) 東のチームの子のまわしの後ろに赤いひもをつけます

③個人戦 選手に対戦時の土俵にあがる場所(東・西)を指示します

入場整列時トーナメント表の試合ごとの上側の子を東に、下側の子を西に試合

に負けた子はみんなの所に戻ってもらい、勝った子は次の試合の表での上下で

東西に誘導 （東方の子にはまわしの後ろに赤いひもをつけます）

④３人抜き 参加者を背の高さに並べます。３人に勝つまで対戦、負けた子 は

再度挑戦できるので 列の最後に並ばせます

※今回は東西とも市こ連が担当します。

※応援理事を各ブロックから１名選出お願いします

３．第５３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 詳細）

男子 北条ホーネッツ、津の辺こども会ＡＮＴブルージェイズ、

こども会諸福、、氷野ブレイブ、灰塚小学校区ドリームスターズ

女子 津の辺こども会、大東バンビーズ、こども会諸福、御領女子

（１） 開会式・抽選会・ルール説明会

日 時：７月６日（日）午後７時から

（準備午後６時集合、役員午後５時５０分集合）

場 所：大東市立総合文化センター 多目的小ホール

※各チーム選手全員、監督、チ－ム選出審判委員

※受付時に予備抽選を行います

※イスを全て片づけますのでよろしくお願いします

※優勝旗(男子 津の辺、女子 こども会諸福)、

マナー賞カップ(男子 ＡＮＴ・女子 こども会諸福)は

必ず当日もってきてもらえるようにしてください

（２）大会

日 時：７月２７日(日) 午前８時３０分

場 所：府立緑風冠高等学校

予備日：８月３日(日) （氷野小学校、三箇小学校）

役 割：別紙資料

準 備：当日朝 ７時３０分より
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４．かべ新聞の作り方講習会 （再掲）

日 時 ７月１３日(日） ９時から12時まで

場 所 大東市民会館 ３階 中会議室

申 込 青少年協会へ TEL･FAX:８７４-５１６５

７月７日までに 人数が把握できればＯＫです

講 師 市立泉小学校 教頭 赤井先生

持ち物 筆記具 マジックなど 模造紙は用意します

前回もお知らせしましたが、育成者の方も参加していただければ、単位にもどり

実際にこども達が作成する時に適切なアドバイスができると思います。

どのような事を書くのか記事を考えてもらってると、その分、レイアウトやタイ

トルを相談する時間が増えます。

５．青少年健全育成市民大会 (再掲)

日 時：７月１１日（金） 午後７時より ６時30分受付開始

場 所：大東市立総合文化センター 多目的小ホール

内 容：講 師 幸島 聡 氏

演 題 「少年の更生保護について」

※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

６．大東市立青少年野外活動センター

３０周年記念式典並びに夏季オープニングセレモニーについて

日 時：７月２０日（日） 午後６時３０分～

場 所：大東市立青少年野外活動センター

※ 参加希望者は協会に連絡ください

送迎バスが用意されています

アクロス前 午後５時４５分出発

市民会館 午後６時出発

※ ブロック長さんの参加をお願いします

式典後、軽食をいただき、その後リーダー達のこの夏のキャンプ場での

活動について、熱い熱い決意表明を含むセレモニーが行われます。

※エンディングセレモニーは８月２３日(土)です

７．第１０回大東ＪＣカップ争奪ドッジボール大会について（再掲）

主催 一般社団法人大東青年会議所

日 時：８月３１日(日) 午前９時より開会式 受付８時１５分から３０分

場 所：大東市立市民体育館

申込締切：７月１９日（土）

・後援団体として協力します

・続けて開催してもらえるよう、参加者の募集をお願いします

●抽選・ルール説明会

日 時：７月３１日(木）午後７時

場 所：アクロス４階 特別会議室

日本ドッジボール協会の公式ルールで行われます。

※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

（登録選手は１５名 試合参加は１０名 少なくても可能）
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８．第３５回大東市民まつり

日 時：９月１４日（日） 午前１０時～午後８時

場 所：末広公園、住道駅前デッキ

・市こ連ブース （ヨーヨーつり）（お茶 ）（物品 ）

・盆おどり時の整理・飲み物販売用の氷作成のお願い

９．スポーツカーニバルについて

日 時：１０月１３日（祝） 午前９時～

場 所：市民体育館、他

内 容：ミニ運動会・体力測定・他

模擬店を多くするそうです（市こ連 ヨーヨーつり・ポテトフライ）

10．育成者研修会 救急救命講習について

・１００名 参加 （６月１日：６０名 ８日：４０名）

・受講出来なかった方へ （消防本部 普通救急救命講習会 実施予定）

受講されてから数年経過された方へ（ＡＥＤを使えることで大きく変更）

７月１３日（日） ９時３０分～ １２月１３日（土） ９時３０分～

１０月１２日（日） ９時３０分～ １月２３日（金）１３時３０分～

１０月２１日（火）１３時３０分～ ２月２２日（日） ９時３０分～

１１月 ６日（木）１３時３０分～ ３月 ４日（水）１３時３０分～

（締切）日曜・祭日土曜日を除く１０日前まで。

※ただし、定員になり次第締め切ります。 （定員７０名）

上記開催日は予定ですので、やむをえず変更・中止になる場合がありますの

で、事前にお問い合わせください。

（申込＆問合せ）大東市消防本部警防課 （平日９時００分～１７時００分）

TEL ８７５－０２４９ FAX ８７２－２３４１

※スマホ･タブレット用の応急処理を含めた便利なアプリが複数あります

11．総務部より（再掲）

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７日（理事会）までに 市こ連役員まで

12．プール開放事業実施についてお願い（再掲）

「大東市立小学校運動場等の使用に関する協定書」にもあるように、学校体育施設

開放運営委員会（実質ブロック会議）の責任において、使用するものです。

安全面の確保を条件に使用できる事としてください

尚、プール開放においてはこども会のみ使用が許されます

安全管理安全管理安全管理安全管理に絶対絶対絶対絶対の注意注意注意注意を払払払払っていただきますようお願願願願いします。。。。

日 時：７月２１日(月･祝)～８月２５日(月) 午前９時～午後５時

（学校と調整してください)

※グランド・プール使用予定表は必ず、決定次第、プール使用予定表は必ず、決定次第、プール使用予定表は必ず、決定次第、プール使用予定表は必ず、決定次第、生涯学習課に提出してくださ

い。（薬品購入の為、プール予定は電話・ＦＡＸでも可ですので早急に早急に早急に早急に）

※ＡＥＤ講習受講者を複数人配置するなど、救命体制を万全にしたうえ、複数の

場所から監視を行うなど、安全を確保して実施をして下さい。特に一瞬たりと

も大人がプールからいなくなったり、大人が一人になったりする事態が絶対に

ないようにしてください。また必ずＡＥＤの設置場所を確認して下さい。

※前月お渡しした＜水泳の心得＞を参考に安全確保に注意してもらってください
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13．安全共済会について

開催日が未定で 上旬・中旬・下旬と記載された場合

上旬（１～１０）・中旬（１１～２０）・下旬（２１～３１）と判断されます

１月以内の実施日の変更の場合は 変更届けは必要ありません

14．ジュニアリーダー講習会 開講式

日 時：７月１３日(日) 午後１時３０分～５時

場 所：大東市立深野北小学校跡 体育館

応募数：１００名

15．その他

◎会計より

◎ 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）

◎ 各ブロックでのブロック・こども会の活動報告及び今後の活動情報交換

住道第２ 北条

住道第１ 四条

氷野 深野

南郷 四条北

ホームページアドレス http://www.daitou.info/shikoren/

ツイッター ＠daitoshikoren

(カレンダーの登録・修正パスワードは0000です）

書記アドレス kawakami@wa-o.net, kiyomikawakami@willcom.com


