
1.地域あげての主要行事

開 催 月 日 行 事 名 会 場 等 主催 (担当)団体

参慶 30理 (闘 ) 避難講運賛防災議i絲 九条中体育館 自治速,自 主防災会

:〔i晨 7壽 (闘 ) 学轟民体驚祭 九条申グラン ド 体摂 (予憔議 :4購 )

爵 11轟 (霞 ) 薦国民ふオt.お しヽまつ り 菫寺境内 自治達

:1角 25購 (議 ) 九.条 げんきま書 リ 九条申校鹿など 元気祭実行委員会

1月 14爾 (角 ・撓) とんど焼とぜんざい鍮量 九条中被庭 社機:消防圏)少機

2.健康・美しい街と環境を守る

開 催 月 日 行 事 名 会 場 等 主催 (担当)団体

毎週火曜日・夜 バレーボール教室 九条中体育館 体育振興会

7/24～28, 8/20～24 夏休み朝のラジオ体操 九条中校庭 体振,少補 ,社協

2月 に開催予定 学区民ボーリング大会 キョーイチアミュース
゛
メント 体育振興会

毎週火,木曜・午前 いきいき健康体操・講座 九条ふれあいサロン 社協 (支援)

毎週火,水 ,金曜 日午前 |グ ランドゴルフ・へ
゜
タンク   1戒 光寺公甲 すこやかクラブ

★すこやかクラブでは、その他にウォーキングや体カテストなども予定して まヽす。

毎月第 3木 E覆 醸 =午前 古紙などの回収 実施町内区域 実施町内会
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‐
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内3鋪 ゴミ減量推進会

★ゴミ減量推進会では、九条げんき祭などでごみ分別回収の啓蒙活動やリサイクル

しています。

疱設見学会なども予定

5or6月 開催予定 花の町運動/花植え 九条学区域 保健協議会

8月 23日 (本 )日 午後 集団検診 九条中学校体育館 保健協議会

3.安全・安心な街に

開 催 月 日 行 事 名 会 場 等 主催 (担当)団体

毎月 5,20日 巡回広報 (夜間パ トロール) 九条 口東梅運学区域 消防分団

4,7,9,12月 の交通

安全運動期間

交通 安全 の啓 発 とパ トロ

ール

九条学区域 交通対策協議会

7/21～ 8/28・ 夜 夏休み補導パ トロール 九条 口東梅運学区域 少年補導

毎月最終火曜・夜 1防犯パ トロール     |九 条宇曜メ __   1防犯推進委員協議会

★防推協では、街灯の点検や門等の夜間点灯 PRな ども予定しています。

12月 20～ 30日 年末防火特別警戒 九条・東梅運学区域 消防分団

1月 13日 (日) |九 条消防分団出初式   1未 定 1消防分団

★消防分団では、高齢者家庭への巡回訪問や地域の消火器点検なども予定しています。



4.元気なこどもとイキイキ高齢者

開催月日 行 事 名 会 場 等 主催 (担 当)団体

7/24～26,12/25～27 こども火の用心夜回り 九条・東梅運学区域 少補,消防,社協

ツ月 22鐵 (減 ) 九条弘道∫』ゝ学校蔓まつけ 九条弘道鴻ヽ学撥 自治違 (予 騰 29理 )

9月 30日 (日 ) こどもデーキャンプ 松の浦キャンプ場 少年補導

H月 18日 (日 ) こども魚釣 り大会 近江舞子湖岸 少年補導

月 1麗 (本 )年 後 九条申地域ふれおいトー参 九条中学校 九条申,自 治蓮

1/26(土),27(日 ) 南区こども書道展 南警察署 少年補導

2月 17日 (日 ) こどもアイススケート 西京極アクアリーナー 少年補導

毎週土曜・午前 子ども文庫 (本の貸出し等) 戒光寺集会所 子ども文庫

★子ども文庫では、七夕祭 (7月 ),ク リスマス会 (12月 )な ども予定しています。

毎週土曜・午前 子育てサロン 戒光寺集会所 社会福祉協議会

毎月第 2木曜。午後 手芸教室 九条中ふれあいサロン すこやかクラブ

毎週水曜・10～ 15時 1茶飲み話サロン※    |九 条すこやかサロン 1社会福祉協議会

※毎月第 1水曜のみ 13時～15時は、女性専用の “おしゃベリカフェ"と して開催 します。

毎月…2～圃   1健康すこやか学級※   1心、れ轟しヽサデン他 1社会櫨祉協議会

※すこやか体操等ととも:ミ映画会や各種教室,衛に出かけようなどの楽 L′ い催 しを行います。

高齢者の方だ il・ でなく、地域の皆さんもご参加くださいc

★社会福祉協議会では、配食サーヒ
・スや寝具クリーニンク

・
サービスなどなども予定しています。

5.文化・啓発活動

開催月日 行 事 名 会 場 等 主催 (担当)団体

8月 ～9月 頃予定 絹布絵などの作品作 り教室 九条ふれあいサロン 文化協議会

7月 28日 (土 )午前 親と子の写生会と拝観 東寺境内 文化協議会

2`月 10日 (日 )午後 1南区民文化芸能フェスティハ
゛

,レ  |アバンティ響都ホール 1文化協議会

★南区文化協議会では手芸,書道,のフラワーアレンデメントなど教室も予定しています。

7月 14日 (水)午後 ミニ集会        |九 条ふれあいサロン 更生保護女性会

★更生保護女性会でま、更生保護施設や拘置所,少年院支援活動なども予定しています。

8月 7日 (火)午後 人権映画鑑賞会 アバンティ響都ホール 人権啓発委員会

12月 14日 (金)夜 心のふれあいみんなの広場講演会 アバンティ響都ホール 人権啓発委員会

6.助 け合い・その他

開催月日 行 事 名 会 場 等 主催 (担 当)団体

争具 (募集月間 ) 券十字社資募集活動 九条学区域 鶏赤奉仕国

10月 (募集爵聞) 共同幕金募集活動 九条学区域 共同募金奎

之月 (募集月磯 ) 社協賛動会員募集活動 九条学餞域 社会福祉協議会

5晨 22購 (人 ) 献血 イオンモ・―ル KYttO腱 じ 保健機議会

8月 上旬 お盆のお供え配布 (学区の対象者) 遺族会


