
第 1号議案

定期事業

平成 30年度長宿東 自治会事業報告

①自治会館清掃 (毎月第 1土曜日8:00～ 輸番により2ヶ月に■度)

②役員会 (毎月第 2木曜日198卜′ 自治会館)

③防犯パトロール (毎月第4木曜 日19:30～雨天中止)

月  日 事 業 名 場 所
4月 01日 (日 ) 連合 自治会会計監査・総会資料作成 10:00～  (自治会館 )

4月 08日 (日 ) 鈴鹿長宿連合自治会 総会 13:30～  (自 7絵館)

4月 22日 (日 ) 入谷第一地区自治会連合会 総会 14:00～  (公民館)

5月 26日 (D 座間市自治会総連合会 総会 14:00～  (ハーモニーホール )

5月 30日 (水) f f a vvirF-J
(多 目的広場)

6:30～ ラジオ体操
6月 23日 (土) 健康講座 24名参カロ (自 治::会

1館)
13100～

7月 07日 (土) 自治会館・閣魔堂周辺植木の剪定 8:00～

7月 12日 (木) 盆踊 り実行委員会立ち上げ 19:30～. (自
治会館)

8月 01日 (木) 鈴鹿神社例大祭お神輿警備

8月 05日 (日 ) 盆踊 り練習・盆踊備品最終チェック 10:00～  (自 治会館)

8月 18日 (土) 鈴鹿長宿納涼盆踊 り大会 19:00～

8月 19日 (日 ) 鈴鹿長宿納涼盆踊 り大会後片イ寸け 9:00～  (鈴鹿神社内)

9月 01日 (上) 盆踊 り反省会 19:00～  (自 治会館)

9月 09日 (日 ) 座間市自治会総連合会研修大会 13:00～  (ハーモニーホール )

10月 06日 (土) ソレイュざま体育祭送迎 自治会館⇔体育館
10月 07日 (日 ) 入谷地区市民 レクレーション大会 13:00～ 16:00 (谷戸山公園)

11月 04日 (日 ) 市内一斉美化デー 8:30～ 車両 2台
11月 04日 (日 ) ふれあい会食会 ll:00～13:30 35名 参カロ (自 治会館)

11月 10日 (土) 長宿東自治会防災倉庫

12月 02日 (日 ) 市内一斉防犯パ トロール

12月 08日 (■う 閣魔堂大掃除・注連縄作成奉納 9:00～ 役員 14名参加
12月 08日 (」D 連合役員忘年会 17:00～  (すぇひろ)14名参加
01月 12日 (上) 賀詞交歓会

(自治会館 )

01月 13日 (日 ) だんご焼き 10:00～ 11130(多 目的広場)来場者1∞ 名以上
01月 16日 (水) 閣魔堂祭典 9:00～  7名 :参カロ
03月 17日 (日 ) 長宿東自治会定期総会 10:00～  (自 治会館)
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15:00～ 役員 4名参加

15:00～  30名 参カロ



第 3号議案

定期行事

平成 31(2019)年 度長宿東 自治会事業計画

①自治会館清掃 (毎月第1土曜日8:00～ 輪番により2ヶ月に1度)

②役員会 (毎月第2木曜日198卜,自治会館)

③防犯パトロール (毎月第 4木曜日19:30～雨天中止)

＼ メ
/ヽ

¢證)
/   ｀

月  日 事 業 名 場 所
平成 31年1 4月

合 自治会定期総会

治会総連合総会

鈴鹿長宿連

入谷第一地区自
自治会館

公民館2019年 5月 座間市自治会総連 総会 (会長出席)

チャレンジデー
合定期

6月 健康講座
自治会館

8月 鈴鹿明神例大祭

納涼盆踊り大会「

(神輿巡行警備)

各種団体共催」

鈴鹿明神社

鈴鹿明神社境内
9月 治会総連合会研修座間市 自 △

7= ハーモニーホール座間10月 ソレイェ座間体育祭送迎
入谷地区市民 レク入谷第一地区大会

座間市体育館

谷戸山公園
11月

ふれあい会食会「75 歳以上の方々」

美化デー実施
長宿東地区内

自治会館
12月 自治会館及 魔堂大掃除び閻

自治会館2020年   1月 賀詞交換会

だんご焼き

閣魔堂祭典

自治会館

多目的広場

自治会館
2月 鈴鹿長宿連合 治会役員研修会自

自治会館
3月 度長宿 ユ 、△

f「:=■定期総
1120 9 年 東 自 △

7= 自治会館
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ハーモニーホール座間

多目的広場
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