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日時 時間 主催 内容 備考

平成30年 4月 1日 10:00ハψ 連合 自治会
連合自治会会計監査、および総会資料
の作成

会計、監査役他 7

名参加

平成30年4月 7日 08:00ハ▼ 連合自治会
自治会館周辺清掃 (担当 :鈴鹿・長宿
西)

平成30年4月 7日 10:00ハV 連合自治会
鈴鹿長宿連合 自治会自治会総会資料
作成

平成30年4月 8日 13:00ハウ 連合自治会 鈴鹿長宿連合自治会自治会総会 参加者49名

平成30年4月 10日 19:30～ 連合自治会
鈴鹿長宿連合自治会自治会
。地区社協役員引継ぎ

平成30年4月 12日 19:30ハ V 連合自治会 鈴鹿長宿連合自治会役員会議

平成30年4月 14日 18:00ハψ 氏子会 鈴鹿長宿氏子会総会

平成30年 4月 21日 19:00ハV 保存会 はやし保存会総会

平成30年 4月 22日 14:00～ 入谷自治連 入谷第一地区自治会連合会総会‐ 市公民館

平成30年 4月 26日 19:30～ 連合自治会 防犯パトロール (準備担当:長宿西) 13名参加

平成30年4月 29日 15:00～ 氏子会 鈴鹿明神社氏子会総会

平成30年 5月 5日 08:00ハψ 連合自治会
自治会館周辺清掃 (担 当 :長宿東・長
宿北)

6名参加

平成30年5月 10日 19:30～ 連合自治会 鈴鹿長宿連合自治会自治会役員会議

平成30年5月 24日 19:30～ 連合 自治会 防犯パトロール (準備担当・.長宿東) 12名 参加

平成30年5月 26日 14:00～ 市自治連 座間市自治会連合会総会 2名 出席

平成30年 5月 30日 06:25ハV 市 チャレンジデー (ラジオ体操で参加) 山口県宇部市

平成30年6月 2日 08:00ハV 連合自治会
自治会館周辺清掃 (担 当:鈴鹿 。長宿
西)

4名 参加

平成30年6月 14日 19:30～ 連合自治会 鈴鹿長宿連合自治会役員会議

平成30年 6月 23日 10:00^V 座間警察 防犯連絡員委嘱式及び連絡員会議 t=*7v42
平成30年6月 23日 13:30ハV 地区社協

健康講座『認知症サポーター養成講
座』

一般 21名 役員3名
参加

平成30年6月 28日 19:30～ 連合 自治会 防犯パトロール (準備担当:長宿北) 10名参加

平成30年6月 30日 18:00ハψ 氏子会 鈴鹿明神社例大祭打ち合わせ 連合会長出席

平成30年7月 7日 08:00ハψ 連合自治会 自治会館・間魔堂周辺植木選定 14名参加

平成30年 7月 12日 19:30ハΨ 連合 自治会
鈴鹿長宿連合 自治会役員会議
盆踊り実行委員会立上 :自 治会、子ど
も会、長寿会、はやし保存会、消防団

21名 出席

平成30年7月 14日 19:00ハV 鈴長氏子会 鈴長氏子会例大祭打ち合わせ 4地区会長

平成30年7月 26日 19:30～ 連合自治会 防犯パトロール (準備担当:鈴鹿) 10名 参加

平成30年 8月 1日 9:00ハψ 氏子会 鈴鹿神社例大祭・神輿巡幸手伝い 西テント設置

平成30年8月 2日 19:30ハψ 連合 自治会 鈴鹿長宿連合 自治会役員会議

平成30年 8月 4日 8:00ハウ 連合 自治会 自治会館清掃 (担当:長宿東・長宿北) 6名参加

、ヽ´

-1-



日時 時間 主催 内容 備考

平成30年8月 5日 10:00ハΨ 連合自治会
鈴鹿長宿納涼盆踊りの練習および準備
(招待状・抽選券作成、備品用意)

役員、長寿会 、子
ども会、はやし保存
△
7=

平成30年 8月 18日
19:00

21:00
連合自治会 第45回鈴鹿長宿納涼盆踊り大会

平成30年 8月 19日 9:00ハツ 連合自治会 鈴鹿長宿納涼盆踊り大会後片付け

平成30年 8月 23日 19:30ハV 連合自治会 防犯パトロール (準備担当:長宿西) 台風のため中止

平成30年8月 25日 9:00ハΨ 氏子会 風神祭祭典 連合会長出席

平成30年9月 1日 8:00ハψ 連合自治会
自治会館周辺清掃 (担 当:鈴鹿 。長宿

西)

2名 参加

平成30年 9月 1日 19:00ハ▼ 連合自治会 納涼盆踊り反省会 自治会館26名参加

平成30年9月 9日 13:00～ 市自治連 座間市自治会役員研修大会 /\-rF=-.i]r.*lV

平成30年9月 13日 19:30～ 連合自治会 鈴鹿長宿連合自治会役員会議

4地区会長   一
|

平成30年9月 15日 19:00ハV 鈴長氏子会 鈴鹿神社例大祭反省会

平成30年9月 27日 19:30ハV 連合自治会 防犯パトロール (準備担当:長宿東) 9名参加

平成30年 10月 6日 8:00ハΨ 連合自治会
自治会館周辺清掃 (担 当 :長宿東・長

宿北)

雨天中止

平成30年 10月 6日
9:15及 び
15:15

長寿会
ソレイユ座間体育祭送迎 (座間市体育

館への送迎)

役員の車5台 で送
迎

平成30年10月 7日 13:00～ 入谷自治連 入谷地区市民レクリエーション大会 谷戸山公園

平成30年 10月 11日 19:30ハツ 連合自治会 鈴鹿長宿連合自治会役員会議

平成30年 10月 25日 19:30ハψ 連合 自治会 防犯パトロール (準備担当 :長宿北)

12名 参加 (民生委
員2名含む)

平成30年11月 3日 8:00ハツ 連合自治会
自治会館周辺清掃 (担 当 :鈴鹿・長宿

西)

5名 参加

平成30年11月 4日 8:30ハψ 西自治会 市内一斉美化デー 単位 自治会で実施
後ゴミ収集

招待者11名 その他
役員等計35名参加平成30年 11月 4日 11:30～

鈴長地区社
協

ふれあい会食会 (ギター漫談鑑賞)

平成30年 11月 8日 19:30ハΨ 連合自治会 鈴鹿長宿連合自治会役員会議

平成30年11月 22日 19:30ハV 連合自治会 防犯パトロール (準備担当:鈴鹿) 10名 参加

平成30年 12月 1日 8:00～ 連合 自治会
自治会館周辺清掃 (担 当 :長宿東・長

宿北)

5名 参加

平成30年12月 2日 15:00ハツ 市 市内一斉防犯パトロール 民生委員 2名 、役
員その他8名 参加

平成30年12月 8日
9:00ハV 連合自治会 閣魔堂大掃除・注連縄作成奉納 14名参加

17:00ハV 連合自治会 鈴鹿長宿連合自治会役員忘年会 スエ ヒロ

平成30年12月 13日
19:00ハψ 連合自治会

子ども会役員との『 だんご焼き準備』打
合せ

4地区会長

19:30ハV 連合自治会 鈴鹿長宿連合自治会役員会議

19:30ハψ 連合自治会 12名 参加平成30年12月 27日
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日時 時 間 主催 内容 備考

平成31年 1月 5日 8:00ハψ 連合自治会
自治会館周辺清掃 (担 当 :長宿東 。長
宿北)

中止

平成31年 1月 10日 19:30ハΨ 連合自治会 鈴鹿長宿連合自治会役員会議

平成31年 1月 12日
9:00～ 連合自治会

だんご焼き準備 (矢澤商店に2名 、他は

串磨き等)

10名 参加

15:00ハウ 連合自治会 賀詞交歓会 (役員集合・準備14:00～ ) 30名参加

平成31年 1月 13日

9:30ハψ 西自治会 道祖神祭 9名 参加

10:00ハV 連合 自治会
だんご焼き

(入谷多目的広場、役員集合8:30～ )
約130名参加

平成31年 1月 16日 9:00ハψ 連合自治会 閣魔堂祭典 (役員集合8:30～ ) 7名参加

平成31年 1月 24日 19:30～ 連合 自治会 防犯パトロール (準備担当:長宿東) 11名 参加

平成31年2月 2日 8:00⌒ν 連合 自治会 自治会館清掃 (担当:鈴鹿 0長宿西) 7名参加

平成31年 2月 14日 19:30ハV 連合自治会 鈴鹿長宿連合自治会役員会議

平成31年2月 28日 19:30ハV 連合自治会 防犯パトロール(準備担当:長宿北) 雨天中止

平成31年3月 2日 8:00～ 連合自治会
自治会館周辺清掃 (担 当 :長宿東・長

宿北)

4名 参加

平成31年3月 6日 19:30ハV 西自治会 長宿西自治会新旧組長引継ぎ会議 18名 参加

平成31年3月 13日 19:30ハV 西自治会 長宿西自治会会計監査・総会資料作成
役員4名 、監査役2

名参加

平成31年3月 14日 19:30ハV 連合自治会 鈴鹿長宿連合自治会役員会議

平成31年3月 16日 13:30～ 西自治会 長宿西自治会総会

平成31年 3月 28日 19:30ハV 連合自治会 防犯パトロール (準備担当:鈴鹿)

平成31年4月 14日 13:30～ 連合自治会 鈴鹿長宿連合 自治会総会
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第3号議案
平成31年度長宿西 自治会事業計画 (案 )

期 日 行 事 名 場所 主催

随 時
鈴鹿長宿連合自治会役員会議
・原則毎月第2木曜日 19:30～ 自治会館

鈴鹿長宿連合自治会随 時
防犯パトロール
・毎月第4木曜日 19:30～ 鈴鹿と長宿2コース

随 時
自治会館周辺清掃
・毎月第1土曜日8:00～

自治会館・防災倉庫
周辺

4月

鈴鹿長宿連合 自治会総会
(4月 14日 )

自治会館 鈴長連合自治会

入谷第1地区自治会連合総会 市公民館 入谷第一地区自治会

5月
座問市 自治会総連合会総会 ハーモニーホール

座間市自治会総連合
△
アヽ

チャレンジデー 入谷多 目的広場 座間市

6月 健康講座 自治会館
鈴長地区社会福祉協
議会

7月 鈴鹿明神社例大祭打ち合わせ 自治会館 鈴鹿長宿氏子会

8月

鈴鹿明神社例大祭 (8月 1日 ) 鈴鹿神社 鈴鹿神社氏子会

納涼盆踊り練習 自治会館 鈴長連合 自治会

納涼盆踊り大会 鈴鹿明神社 鈴長連合自治会

9月
納涼盆踊り大会反省会 自治会館 鈴長連合自治会

座間市 自治会役員研修大会 ハーモニーホール 座間市自治会総連合会

10月

ソレイユ座間体育祭送迎 自治会館 鈴長連合 自治会

入谷地区市民レクレーション 谷戸山公園
入谷第一地区自治会
連合

11月

座間市一斉美化デー 各 自宅周辺 長宿西 自治会

ふれあい会食会 自治会館
鈴長連合 自治会・鈴長
地区社会福祉協議会

12月
閻魔堂大掃除・お飾り奉納 自治会館

鈴長連合 自治会
鈴長連合 自治会役員忘年会

1月

賀詞交歓会 自治会館 鈴長連合 自治会

団子焼き準備 矢澤商店他 鈴長連合 自治会

道祖神祭典 道祖神前 長宿西 自治会
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期 日 行 事 名 場所 主催

1月

団子焼き 入谷多目的広場 鈴長連合自治会

鈴長連合自治会閻魔堂祭典 (1月 16日 ) 自治会館

2月 連合自治会役員研修会 鈴長連合自治会

3月

長宿西 自治会会計監査

自治会館 長宿西 自治会長宿西 自治会総会準備

長宿西自治会総会
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