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平成２８年６月２日

２８年度 第３回市こ連より

１．市民体育大会 相撲の部・わんぱく相撲 (別紙 結果）
秋の大会は１０月下旬予定

２．第５５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２日（土） 午後７時開始
受 付：６時４０分～５５分
場 所：大東市立市民会館 キラリエホール２

※ 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）
※ 優勝旗・マナー賞を忘れないで持って来てください
※ 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
※ 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とします
※ 男子と女子とでルールの違いがあります

（２）大 会
日 時：７月２４日(日) ８時３０分 (予備日 ７月３１日(日) 集合７時３０分
場 所：深北緑地 球技広場 （予備日 諸福小学校・東諸福公園）

（３）大会参加登録締切 別紙（参加選手名簿）
締切日 ６月２０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(８８６-３１５２)もＯＫですが、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） 名前は大きな文字でお願いします
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(塁審)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

３．第１回大東市こどもドッジボール大会について
主 催：大東市こどもドッジボール大会実行委員会
共 催：大東青年会議所・大東市ドッジボール連盟・市こ連
後 援：大東市・大東市教育委員会・大阪府ドッジボール協会
日 時：８月２８日(日) 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
表 彰：優勝・準優勝・３位 （性別ごとの順位決定はありません）
申込締切：７月２５日（月）
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）
抽選・ルール説明会：８月２日(火）午後７時 アクロス特別会議室

※参加者の募集をお願いします
※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)
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４．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１５日（水）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１０日（日）午後２時３０分～５時

場 所：大東市立総合文化センター 多目的小ホール

※１５日以降の参加申込 相談ください

５．２８年度 理事・育成者研修について (救急救命） 再掲
日 時：１日目 ６月 ５日(日) 参加者 理事・育成者 参加予定５５名

２日目 ６月１２日(日) 午後１時３０分～４時３０分 参加予定４３名
受 付：１３時より １３時２０分には受付が終わるようお願いします
場 所：大東四條畷消防組合 大東四條畷消防本部 ４階

（大東市立総合文化センター駐車場を挟んだ南側）
(車での来場の場合 駐車の時間に余裕を持ってください）

※救急救命は定期的(５年)に有効な救命処置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、ほぼ毎月消防本部で募集されていますので参加されてくださ
い。心臓マッサージはたゆみなく行うべき、重要な処置ですが大変きついです。
交代ができるように、誰もが有効な処置を行えるように受講を勧めてください

※http://119aed.jp/ （復習と予防救急と応急手当も詳しく載っています）
スマホ・タブレット用のアプリも有ります

６．かべ新聞の作り方講習会 （別紙 申込書）
日 時：７月１０日(日) ９時～１２時
場 所：市民会館３階中会議室
講 師：鈴木先生（北条中学校 校長)
締 切：７月７日(木）

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。

７．総務部より
（１）市こ連だよりについて

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

８．青少年健全育成市民大会 (別紙 チラシ)
日 時：７月８日（金） 午後７時より 午後６時３０分受付開始
場 所：大東市立市民会館 ２階 キラリエホール２
内 容：講 師 五十里 斎 氏 （青少年協会 副理事長）

演 題 「あかりを灯そう！こどもの瞳に 若者の胸に～」
※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

９．だいとうクリーンウォーク＆環境フェア 2016 （別紙 チラシ）
第３１回大東市花と緑のまつり
日 時：６月２６日(日) 午前１０時～午後２時
場 所：大東公園
内 容：大東公園までのゴミひろい（ゴミ袋と参加記念品交換）

リサイクルエコマジック・フリーマーケット・ビンゴ大会
花苗の無料配布（広報の配布券と交換）
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10．プール開放事業実施について
日 時：７月２１日(木)～８月２５日(木)（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)

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、プール開放事業の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
おくよう必ずしてもらってください

④プールは節度ある使用(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プールの安全確認について（別紙）

11．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１３日(日)(市民マラソン）、２７日、１２月１１日(日）

（去年実施のブロック 四条・深野・氷野）
希望日を１１月２０日(日)・２３日(水･祝）午前中で確保を

12．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：門真市）

１１月２７日(日) 門真市民プラザ 体育館（門真市北島５４６）
・スポーツ大会(駅伝) （担当市：大東市）

日時・場所 未定 （寝屋川市の打上川緑地が借りにくいので）
・大阪府こども会大会 ２９年 1月２２日(日)

13．生涯学習部スポーツ振興課関連
主 催：大東市市制施行６０周年記念スポーツイベント実行委員会
８月３１日(水) ＮＨＫ巡回ラジオ体操 四条グラウンド（来ぶらり四条）

午前６時３０分のラジオ放送に合わして実施します
１０月１０日(月･祝) 大東市民運動会 住道中学校 住道南小学校
１１月１３日(日) だいとう河内街道マラソン 午前９時～ 深北緑地

14.大東市民まつりについて
日 時：９月１７日(土) 午後５時～ 盆踊り大会・模擬店

９月１８日(日) 午前１０時～午後５時
場 所：末広公園

15．Ｗ周年メモリアル・大東市市制施行６０周年記念
ＥＧＯ－ＷＲＡＰＰＩＮ’２０周年凱旋ライブ！」（別紙 チラシ）

日 時：９月２４日（土） 午後６時 開場、 午後６時３０分 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 ５,５００円（当日６,０００円）

（障害者の方は５００円割引）
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16．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。
使用分はブロックへ提出してください

(２）安全共済会(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
新規加入は ５日->10 日 15 日->20 日 25 日->１日
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)、 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
フェスティバル応募作品 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

16. 各ブロック・各単位こども会の活動計画・報告及び情報交換
http://www.daitou.info/shikoren/


