
平成２６年８月７日

アクロス４階 特別会議室

第５回市こ連理事会案件

１．大東青年会議所主催 イベントのお知らせ（別紙 パンフレット)

日 時：８月１７日(日) 午後１時３０分～午後５時

場 所：大東市民会館 ４階大会議室

内 容：少年育成の一環としまして「夢が実るよ みんなの木」と題して、小学校１

年生～６年生を対象に、世界的な絵本作家である谷口智則氏をお招きしまし

て、講演とライブペンティングをおこないます。

２．かべ新聞の作り方講習の報告

日 時：７月１３日(日） ９時から12時まで

場 所：市民会館 ３階 中会議室

内 容：壁新聞つくり

講 師：泉小学校 教頭 赤井先生

参加者：３単位 こども１０人 育成者４人

今回参加者が少なかったのですが、参加しにくかった理由があったのか

単位こども会へお聞きください（行事が重なった単位があった）

３．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）

日 時：８月３１日(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

・抽選・ルール説明会 ７月３１日（木） １９時 アクロス４階 特別会議室

・男子 １７チーム・女子 ５チーム参加

※選手･監督･コーチの変更は当日も可能です。必ず当日受付で変更をしてください

（ただし、選手登録は１５名までです。 訂正の多い場合は差し替えを用意して

ください、 登録されていない人がコートにいれば負けになります）

※体育館には車を止めることはできません。産業大学に駐車します（有料）。

４．第５３回大東市こども会ソフトボール選手権大会の結果及び反省

（女子） （男子）

参加数 ４チーム ６チーム

優 勝 御領女子 津の辺子ども会

準優勝 津の辺子ども会 北条ホーネッツ

ベストマナー賞 こども会諸福 灰塚小学校区ドリームスターズ

ベスト監督賞 山﨑 敏彦氏 白石 光一氏

５．大東市相撲大会 (大東市相撲連盟） （再掲）

日 時 ９月１５日(月・祝) 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

※出来るだけ多くの方のご協力をお願いします出来るだけ多くの方のご協力をお願いします出来るだけ多くの方のご協力をお願いします出来るだけ多くの方のご協力をお願いします
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６．第３５回市民まつりについて

◎ 日 時 ９月1４日(日) 10時～19時50分（前後１時間 準備・片付け）

場 所 末広公園（市こ連 １４番テント・去年と同じです）（別紙 地図）

内 容 模擬店出店（ジュース販売 ヨーヨーつり）

※ジュースを冷やす氷の作成を牛乳パックかペットボトルでお願いします

氷は多い方が助かります。

※当日お手伝いできる方のアンケートを本日回覧しますので、可能な時間帯の欄に

名前を記入してください。

７．第３５回スポーツカーニバル（再掲・別紙パンフレット）

日 時 １０月１３日（月・祝） 午前９時から

内 容 市民体育館（大運動会・体力測定）

来ぶらり（カローリング）、中垣内浜公園（ゲートボール）、

大東中央公園（グラウンドゴルフ）等

その他いろんな模擬店をだすそうです（市こ連はヨーヨーつりを予定）

※市こ連担当のパン食い競争では模擬店以外に１０名必要です

この競技時間だけでも時間が取れました応援お願いしますこの競技時間だけでも時間が取れました応援お願いしますこの競技時間だけでも時間が取れました応援お願いしますこの競技時間だけでも時間が取れました応援お願いします

８．第２９回こども会フェスティバルについて 作品作成のお願い （作品票・参加票）

（第５９回 大東市民文化祭）

・各部門ごとに、大賞１点、大東中央ロータリークラブ賞１点、 入選３点を選出

○ かべ新聞の部 ○ ポスター・お知らせの部(高学年・低学年)

○ ファックス新聞の部 ○ 文集の部 ○ 育成者の部(こども会ニュース）

※こどもの作品には文字を含め大人の手をいれないでください※※こどもの作品には文字を含め大人の手をいれないでください※※こどもの作品には文字を含め大人の手をいれないでください※※こどもの作品には文字を含め大人の手をいれないでください※

○提出締切 １０月２日(木)<厳守>までに各ブロックでまとめて青少年協会へ提出

○表彰式（予定）

・日 時 １１月３日 午後１時30分～

場 所 総合文化センター内大東市立公民館 視聴覚室

※準備は 午後１２時３０分より行います

○展示

・場所 総合文化センター ２階ホワイエ

・期間 10月31日(金) 午前11時～ 11月３日午後４時まで

・準備 10月31日(金) 午前９時～11時

・撤去 11月３日(月･祝） 午後４時から

○提出時の注意

①ポスター作品には念の為 裏側に名前を記入お願いしますポスター作品には念の為 裏側に名前を記入お願いしますポスター作品には念の為 裏側に名前を記入お願いしますポスター作品には念の為 裏側に名前を記入お願いします

②作品票は育成者が記入し、作品下側の中央位置へ貼り付けお願いします。

また、作品票のブロック及びこども会名の記入もれが見受けられますのでご注意く

ださい。

③スムーズな連絡のため、提出される方が単位会長さん以外の場合は、

提出者氏名と連絡先を申込書の欄外へ記入をお願いします。

※掲示の時間が平日で２時間しかありません。また、撤去は午後４時以降と決められ掲示の時間が平日で２時間しかありません。また、撤去は午後４時以降と決められ掲示の時間が平日で２時間しかありません。また、撤去は午後４時以降と決められ掲示の時間が平日で２時間しかありません。また、撤去は午後４時以降と決められ

ています。理事の皆さんのご協力をお願いしますています。理事の皆さんのご協力をお願いしますています。理事の皆さんのご協力をお願いしますています。理事の皆さんのご協力をお願いします

※お渡しするのを忘れていました作品票を単位へお渡しください

必要数はコピーしてください 又、データはホームページにあります
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９．被表彰者の推薦について （役員会より推薦させてもらいます）

○大東市文化の日表彰 （ 野村 誠さん）

表彰日 １１月３日(月・祝)

※１０年以上 市こ連に関わっている方

○北河内ブロックこども会育成者功労者表彰

表彰日 １１月２４日(月・祝) 場所 大東市立文化総合センター

※５年以上 （村橋 浩一郎さん [住道第２])

（井出上 一夫さん [氷野])

10．大東市青少年野外活動センター

１）夏季キャンプオープニングセレモニー(７/２０)の報告

高１・高２・大学生・社会人 計４０名のリーダー達が頑張ってくれます

２）夏季キャンプエンディングセレモニーについて

日 時 ８月２３日（土) 午後７時～ バス 市民会館 18:30発

場 所 市立青少年野外活動センター

※ 参加希望者は協会に８／１８までにご連絡ください

内 容 式典後、軽食をいただき、

その後リーダ達が、この夏のキャンプ場での活動報告をします

３）ＪＬ講習会 １００名参加

サマーキャンプ ８月１２日(火)～１５日(金)に行われます

11．学校体育施設開放事業において（再）

・プール使用時には必ず監視者として育成者監視者として育成者監視者として育成者監視者として育成者が２名以上配置してください。また、プー

ルの両サイドに分かれて監視をお願いします

・ＡＥＤの場所を確認後実施

・プール開放もグラウンド同様、利用こども会から校庭開放日誌を提出してもらい、

使用状況表にまとめて事務局まで提出をお願いします。

昨年７月２３日（火）午前中に、市内小学校でのプール教室において児童が水泳中に

意識を失ったため、プールサイドで心配蘇生及びＡＥＤの使用実施後、病院へ救急搬

送するという事案がありました。当該児童については意識を取り戻し、病院において

処置・治療を受けました。

プール開放に際しては、万全の体制で臨んで下さい。

12．サーティホール自主事業

・優秀映画鑑賞推進事業「日本の名作映画」

平成２６年８月２４日（日） 前売700円（当日900円） チケット発売中

開場 午前９時３０分 （自由席）３本立て

午前１０時００分 おはん（１１２分）

出演：吉永小百合・大原麗子・石坂浩二・ミヤコ蝶々

（昼食時間）

午後 ０時４０分 おとうと（９８分）

出演：岸恵子・川口浩・田中絹代

午後 ２時３０分 東京オリンピック（１６９分）
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13．夜間議会の傍聴について

日時：９月２２日（月）午後５時３５分～午後８時５０分 ※本会議は午後６時から

場所：大東市役所２階 本会議場

14．その他

１） 会議のないブロックも「市こ連から」及びチラシなどを単位へ届くよう

手配をお願いします

２）会計より

３）各ブロックおよび 各単位こども会の活動報告及び情報交換

（ブロック報告書・校庭使用報告書・安全チェックシートの提出）

北条 住道第２

四条 住道第１

四条北 氷野

深野 南郷


