
 

 

各部会の事業計画一覧（R２年度）           ※６／９  修正版   赤字：変更内容        ：中止       ：削除     

月  まちづくり部会  健康・福祉部会  学習・スポーツ部会  安全・防災部会  八乙女編集委員会他  
４  ・まちづくり部会  

・市クマ対策会議（書面） 

・井波町土改南山見地区  
委員会  

・地区社協定期総会  ・青少年育成市民会議南  
山見支部総会  

 

 

・安全・防災部会  

6(月 )-15(水 )春の交通   
安全街頭運動  

12(日 )危険個所点検・   
カーブミラー清掃   
(交通安全協会 )  

4月末～ 5月初  

  山火事防止啓発巡   
回 (消防団 )  

4月～ 5月  消火栓の   
設置場所確認・点   
検 (女性防火ク ) 

・部会長会  

 

・定期総会  
  

 通年  

 

   毎週サロンを開催  

     年間 50回  

 

 
  

 

５  ・忠魂碑打合せ  

・グリーンキーパー打ち  
合わせ会  

・花と緑の銀行より花苗配布  

・イノシシ対策会議（書面） 

・第１回プレミアムサロン  

・第１回高齢者学級  地区  
社協・老連合同学習会  

・いきいきサロン  

・スポーツ推進員会初会議  

・チャレンジデー（中止） 
 ・会報編集委員会（削除） 

 

６  ・グリーンキーパー土づ  
くり  

・要望書提出依頼  

・忠魂碑除草  

・前庭花壇花苗植え  

  （児ク・花緑）  

・成年部環境美化活動  

・市へ要望書提出  

・ふるさとの歴史文化調  
査委員会（削除）  

・いきいきサロン  

・ケアネット活動推進研修会  

   （書面で案内）  

・成年部環境美化活動  

・児童クラブ入会式  

・児童クラブ花壇づくり、 
行灯作り  

・体育館ワックスがけ（削除） 

28（日）ビーチボール大会  

・拡大学習・スポーツ部会  

・マーシ園夜間避難訓  
練 (消防団 )  

・防犯パトロール運転  
者講習会 (防犯組合 )  

  

 

 

 

 

・会報編集委員会  

 

・部会長・副部会長  
会議（新規追加）  

 

・区長・町内会長会  

 （ 5月予定を 6月に）  

・理事会  

    （臨時追加）  

6 /25会報 127号発行  

   （新規追加）  

７  

 

 

 

・忠魂碑除草・役員会  

・クリーンアップ作戦  

 

・イノシシ対策会議  

   （ 6月予定を 7月へ）  

・いきいきサロン  

・第 2回プレミアムサロン  

・環境美化奉仕の日  

・八乙女フェスティバル  
実行委員会  

・三世代交流ラジオ体操、 
ミニマラソン  

・教育懇談会  

11(土 )～ 20(月 )  

  夏の交通安全県民運  
動 (交通安全協 )  

・防犯パトロール出発  
式 (防犯組合 ) 

 

８  ・忠魂碑除草・役員会  

・忠魂碑慰霊祭  

・ふるさとの歴史文化調  
査委員会（削除）  

・いきいきサロン  

・交通安全マスコット作り  
2(日 )体力つくりレクリエ    
ーション  

 

15(土 )八乙女フェスティバ

ル  

・体育祭実行委員会  

30(日 )南砺市防災訓練   
(消防団・赤十字 )  

・理事会  

15(土 )八乙女フェス    
ティバル  

・センター内大掃除  

 ９  

 

 

 

 

  

・市クマ対策会議  

・交通安全街頭運動  

・ふるさとの歴史文化調  
査委員会  

・いきいきサロン  

・交通安全マスコット作り  

・全国一斉社会奉仕の日  

・交通安全街頭キャンペー  
ン協力  

 

・第 2回高齢者学級  

    （ 8月予定を 9月へ）  

27(日 )地区体育祭  21(月）～ 30(水 )   
秋の交通安全街頭指  
導／シートベルトせ  
ん米け・マスコット  
配布キャンペーン    
(交通安全協 )  

・井波大火記念行事    
(消防団 )  

・安全・防災部会  

・会報編集委員会  

 

27(日 )地区体育祭  

 

・区長・町内会長会  

１０  

 

 

 

・前庭花壇づくり  

  （児ク・花緑）  

・ふるさとの歴史文化調  
査委員会  （削除）  

・第３回プレミアムサロン  

・第 3回高齢者学級  

・広報  福祉のかけ橋発刊  

・ボランティアグループ活動  

・拡大学習・スポーツ部会  

・文化祭実行委員会  

・児童クラブ花壇づくり、 

 作品作り  

・避難訓練説明会  

・合同研修会  

  (女性防火ク )・  

・総合避難訓練  

 

10/25会報 128号発行  

    （新規追加）  

１１  ・井波町土改南山見地区  
委員会  

・いきいきサロン  

・敬老の集い（ 9月予定を 11 
月文化祭と抱合せ実施へ）  

・文化祭会場づくり  

・文化祭作品・農産物搬入  

・八乙女文化祭  

 

タイムカプセルオープン  

  （ 8/15予定を 11月へ）  

・ 30周年記念事業  

 （女性防火ク）  

・かぎかけ運動  

 （防犯組合）  

９ (月 )～ 15(日 )  

 秋の火災予防運動
(消防団・女性防火ク ) 

 

１２  ・井波町土改南山見地区  
委員会  

・ふるさとの歴史文化調  
査委員会  

・役員福祉研修会  

・歳末たすけあい友愛訪問  

・いきいきサロン  

・第４回プレミアムサロン  

  

19(土 )体育館・器具庫清掃  

・拡大学習・スポーツ部会  

  

10(木 )～ 20(日 )   
年末の交通安全街頭  
指導 (交通安全協 )  

28(月 )～ 31(木 )   
歳末特別警戒 (消防団）  

・理事会  

・会報編集委員会  

・センター内大掃除  

 

・新年の集い準備  

 １   ・役員研修会・新年懇親会   ９ (土 )消防出初式／防  
火祈願祭 (消防団 )  

・文化財防火訓練  

  (消防団 )   

・新年の集い   

・井波地域成人式  

・会報編集委員会  

・評議委員会  

 ２  ・忠魂碑監査  ・いきいきサロン  

・第５回プレミアムサロン  

・第４回高齢者学級  地区  
社協・老連合同学習会  

・友愛訪問花鉢贈呈  

・在宅介護者訪問支援  

・食改南山見地区総会   

14(日 )三世代交流の集い  

      児童クラブ終了式  

・八乙女講座  

・女性部新旧役員会  

 ・区長・町内会長会  

 

14(日 )三世代交流の    
集い  

2 /25会報 129号発行  

   （新規追加）  

3/20(土 )～ 26(金 )  

 春の火災予防運動
(消防団・女性防火ク )  

・安全・防災部会  

  通年  

 ・防犯パトロール  
  (防犯組合 ) 

 

 ３   ・いきいきサロン  

・南山見老連定期総会  

・広報  福祉のかけ橋発刊  

・成年部総会  

・壮年部総会  
・部会長会  

 

・理事会  


