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平成２３年１０月６日

２３年度 第７回市こ連より

１．大東青年会議所 １０月公開例会

講演会

テーマ 「日本近代史ウソ？ホント？」

講 師 東京大学名誉教授 伊藤 隆氏

開催日 １０月２１日(金) １９時 受付１８時３０分より

場 所 サーティホール 多目的小ホール

定 員 先着２００名 入場無料

２．市民まつりについて(9/18) (別紙 会計報告回覧します）

売上７３，８００円で 収益金は ２９,８００円です

市こ連会計にいれます

３．こどもまつりについて

ご協力ありがとうございました。

ご意見があればお聞かせください

４．第７回ＪＣ杯争奪ドッジボール大会

９月４日に市民体育館にて行われました。

女 子 男 子

優 勝 北条時代 太子田風神

２ 位 津の辺 諸福レッド

３ 位 四条北ヤンチャーズ イエローファイターズ

４ 位 レスタージュ・ガールズ レスタージュ

マナー賞 レスタージュ・ガールズ ブラック・オールスターズ

ＭＩＰ賞 藤村瑞季さん 橋詰大吾くん

（四条北ヤンチャーズ） （太子田風神）

５．第１６回スーパードッジボール大会について

日 時 11月６日(日) 雨天の場合 11月13日(日)

場 所 泉小学校 （延期の場合は深野北小学校）

参加締切 １０月２１日(金) これ以降の追加は出来ません

※組合せ抽選について 理事会(11/３)にて
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６. ＮＰＯ法人青少年協会 リーダー派遣について （別紙 案内書）

・日程（予定） １２/１０・１１・１７・１８・２３

１日を３つに分けて募集します（午前・午後・夕方）

・受付期間 １１月１日～１１月１０日

（この期間のみ なお、１０日は休館のため確認は１１日に）（この期間のみ なお、１０日は休館のため確認は１１日に）（この期間のみ なお、１０日は休館のため確認は１１日に）（この期間のみ なお、１０日は休館のため確認は１１日に）

・１１月下旬に打ち合わせ等の連絡をします。

リーダー達がクリスマス等のこども会の行事の応援に来てくれます

こども達と一緒にゲーム大会など。

・実施の場所を必ず確保してから申し込んでください

・ＦＡＸでの申込では必ず電話でちゃんと届いたか確認してください

（まちがって白紙で届くことがあるので）

７．第２９回大東市こども会駅伝選手権大会 (別紙 ５０周年事業での案件）)

日 時 平成24年１月15日(日) 予備日１月22日(日)

場 所 深北緑地 ※バイク乗り入れ出来ません

※参加チーム受付締切 12月16日(金)

予選４位チームから参加チームを決めるため去年より早めています

（７枚必要）（７枚必要）（７枚必要）（７枚必要）※メンバー表は当日提出とします

※今回よりメダルは６人分とします（サイズは大きく）

ブロック大会 実施予定日時・場所

北条 11月23日 北条西小 11/27 南郷 11月 日 諸福東公園

四条 11月23日 深北緑地 12/11 氷野 11月23日 深北緑地 12/11

四北 月 日 しない 住一 月 日 しない

深野 11月23日 深北緑地 12/11 住二 月 日 しない

※深北緑地使用の申請は、教育委員会で行います（料金は減免で半額）

（実施日が重なっていますので調整はブロック間でお願いします）

※使用前に管理事務所に出向いて料金を支払ってください

※すべてのブロックが雨で中止を決定した時は管理事務所に連絡する事

※安全確保のため、交差路には監視する人をつけるようにしてください

※市民マラソン 11月27日（予備 12月18日）です

８ 第２６回大東市こども会フェスティバルについて（再掲）

・作品展示 11月３日(祝)９時～11月６日(日)16時 文化センター２階ホワイエ

・表彰式 11月３日 １３時３０分 受付１３時より

１０月１５日(19時)に作品選考を行い、単位会長を通じて受賞者へ、

ブロック長へ連絡します

※受賞者は必ず出席を、出られない時は代理をお願いしてください。

９．２３年度北河内ブロック子ども会フェスティバル（守口市担当）について

日 時 １１月２７日(日) 午後１時30分～４時 （受付 午後１時～）

場 所 守口市立市民会館

、 。※駐車場がありませんので 公共機関か有料駐車場を利用してください

内 容 ・作品展示

）(大東市の大賞・大東中央ロータリークラブ賞・入賞作品３点を出展

・表彰式(北子連表彰を含む 河村さん・井上さん)

・表彰式の前か後に イラストレーター 黒田クロ氏による記念講演

※作品選考を11月中を行い、単位会長を通じ、受賞者・ブロック長へ連絡します

※作品受賞者は必ず出席を、出られない時は代理をお願いしてください
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10． 第３２回大東スポーツカーニバル （別紙 チラシ）

・１０月１０日(祝) 午前９時～ 市民体育館 他

各会場 初心者でも参加できます

当日参加もできますが、出来るだけ事前申込をしてほしいそうです

11．被表彰者の推薦について

・大阪府こども会育成連合会表彰について

・優良こども会知事表彰

氷野３丁目こども会

対象 継続して５年以上活動（地域社会活動を年１０回以上・自主活動年６

回以上）の単位で直近過去６年にもらっていない単位、選考あり

・表彰式

日 時 ２３年２月５日（日）

場 所 府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）

12．学校施設開放について

未使用日についても報告してください

又貸しは禁止です

13 府こ連育成者研修

「安全安心のこども活動（基調講演、グループワーク 」）

１０月３０日（日）マイドーム大阪

研修１０時～１７時半 情報交換会 １８時～２０時

参加費：研修1,500円 情報交換会4,000円

１０月１７日（月）までに、参加される方は事務局まで

14. だんじり曳行 こども会参加での安全会について

・できるだけ動いているだんじりからこども達を離してください

・休憩中はこども会活動には含まれません

・こども会活動として応援参加される単位は、安全会の対象となるので、

月間計画表に載せて提出してください

15．深北緑地主催 「オリックスＯＢ野球教室 （別紙 チラシ）」

先月9/25でお知らせしました分の日程が変更になっています。

日時 １２月１７日（土）午前９時～１２時（受付８時～８時４０分）

場所 深北緑地 球場

参加費 1,000円（保険含む）

対象 小学生４年～６年で野球経験者

定員 １００名

申込 深北緑地管理事務所 電話877-7471
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16. ５０周年記念事業実行委員会 財務部会より

・協賛活動を１１月末まで延長

・協賛金について、１万円以上の方には記念誌を

また広告の有無に関係なくすべての協賛者に協賛者名簿をお渡します。

17．今こそ高めよう、親子力！（別紙あり）

主催 大東青年会議所 事業

日時 １０月３０日（日） １０：３０～

場所 住道南小学校

定員 先着５０組程度

18．未来に生きる子ども・子育て市民シンポジウム （別紙あり）

日時 １０月２３日(日) 午後２時～

場所 住道北小学校 体育館

◎ 各単位の活動報告及び情報交換

（単位での活動および悩みや課題について）

（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）

市こ連 URL:http://daitou.info/shikoren/


