
月 事 業 内 容

交通専従員研修会 ２日 安全就業推進委員会主催 ６７名参加

弁天池ふれあいイベント ５日 清掃ボランティア１１１名参加、模擬店出店

第１回 女性部会会議 ９日 スプリングカーニバル準備、平成２６年度活動計画

プラザde朝市門真もん １３日 手作り作品・野菜出店・模擬店出店・自転車整備等

三役部会長会議 １５日 総会準備、各部会・委員会報告等

第１回 安全就業推進委員会 １６日 事故報告、交通専従員研修会報告、総会準備等

地域班長委嘱式 １６日 平成２６年度地域班長委嘱式

監査 １８日 平成２５年度事業報告・収支決算報告等

女性部会 総会 １９日 女性部会での活動報告、事業報告等、３８名参加

ボランティア活動 １９日 四宮公園清掃活動 ８７名参加

第１回 適正就業推進委員会 ２１日 平成２６年度適正就業特別研修会の進め方等

企画提案型事業【農業】 ２２日 花の寄せ植え講習 ４０名参加

第１回 理事会 ２３日 平成２５年度事業報告・決算の承認等

弁天池公園スプリングカーニバル ２７日 清掃ボランティア192名､模擬店出店･普及啓発､4,800名来場

役員候補者選考委員会 ２８日 次期理事選・監事選考について

入会説明会 １０日、２３日

適正就業推進委員会 １・２日 適正就業特別研修会 ２９６名参加

プラザde朝市門真もん １１日 手作り作品・野菜出店・模擬店出店・自転車整備等

三役部会長会議 １５日 総会準備、各部会・委員会報告等

ボランティア活動 １７日 市役所周辺清掃活動 １１６名参加

入会説明会 ２６日

ボランティア活動 ７日 第二京阪側道歩道清掃活動 ８３名参加

プラザde朝市門真もん ８日 手作り作品・野菜出店・模擬店出店・自転車整備等

８日 平成２５年度事業報告・決算の承認、平成２６年度事業計画

予算の報告、役員の選任、平成２６年度スローガン等

第３回理事会

在会２０年表彰・ボランティア清掃皆勤者表彰、

門真市公民協働課講演、安全委員会ビデオ上映、

太鼓、ダンス等

第２回 女性部会会議 １１日 イベント出店計画等

三役部会長会議 １６日 事業報告、各部会・委員会報告等

弁天池ふれあいイベント ２１日 清掃ボランティア１０３名参加、模擬店出店

第４回 理事会 ２７日 役員研修会等

入会説明会 １０日、２５日

ボランティア活動 ５日 京阪沿線駅前清掃活動 １００名参加

第２回 安全就業推進委員会 ７日 事故報告、交通専従員研修会、安全標語選定、安全だより等

大シ協安全就業大会 ９日 平成２５年度事故報告、事例発表等

ブロック長会議 １１日 平成２６年度地域ブロック活動の進め方について

プラザde朝市門真もん １３日 手作り作品・野菜出店・自転車整備等・模擬店出店

就業開拓専門部会
広報専門部会合同会議

１４日 委員長選出、ＰＲ活動の進め方等

三役部会長会議 １５日 事業報告、各部会・委員会報告等

第２回 適正就業推進委員会 １６日 適正就業特別研修会報告、適正だより等

地域ブロック会議 １８日 第四地域、平成２６年度活動計画等

象鼻杯に参加 ２１日 清掃ボランティア６６名、模擬店出店等

Ⅱ．平成２６年度 月別の事業活動の概要 (平成２６年４月1日～平成２７年３月３１日）

平成２６年度 定時総会
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地域ブロック会議 ２２日 第三地域、平成２６年度活動計画等

第１回 総務専門部会 ２５日 委員長・副委員長の選出、常備薬等

企画提案型事業【世代間交流】 ２７・８月３日 女性部会 親子料理教室

地域ブロック会議 ２８日 第一地域、平成２６年度活動計画等

適正就業推進委員会 ３１～８月３日 適正就業特別研修会 ３０９名参加

入会説明会 １０日、２４日

第１回 就業開拓専門部会 ４日 就業開拓の進め方等

地域ブロック会議 ５日 第二地域、平成２６年度活動予定等

第３回 女性部会会議 ６日 親子料理教室反省等

交通専従員研修会 ８日 安全就業推進委員会主催、門真警察署講話等、６０名参加

三役部会長会議 １５日 事業報告、各部会・委員会報告等

ブロック長会議 ２０日 ブロック活動報告、会費未納対策等

入会説明会 １１日、２４日

河北地区ブロック屋内清掃講習会 ２～４日 河北８市共催 １１名修了

職場体験受入 ２～４日 はすはな中学校職場体験受入

弁天池ふれあいイベント ６日 清掃ボランティア７３名参加、模擬店出店

キラッと門真 ６日 清掃ボランティア７４名参加

第２回 総務専門部会 ９日 事業の報告、常備薬等

第３回 安全就業推進委員会 １０日 交通専従員研修会報告、自転車安全講習会等

地域ブロック会議 １１日 第二地域、地域班活動等

三役部会長会議 １２日 事業報告、各部会・委員会報告等

プラザde朝市門真もん １４日 手作り作品・野菜出店・模擬店出店

第３回 適正就業推進委員会 １７日 適正就業特別研修会報告、長時間就業、適正だより等

ボランティア活動 ２０日 第二京阪側道歩道清掃活動 ９５名参加

第５回 理事会 ２４日 平成２６年度上半期事業報告等

企画提案型事業【世代間交流】 ２８日 女性部会 なかよし料理教室

入会説明会 １０日、２４日

適正就業推進委員会 １・２日 適正就業特別研修会 １３２名参加

就業開拓専門部会
広報専門部会合同会議

２日 イベントでのＰＲ活動について等

弁天池ふれあいイベント ４日 清掃ボランティア１０８名参加、模擬店出店

プラザde朝市門真もん １２日 手作り作品・野菜出店

三役部会長会議 １５日 事業報告、各部会・委員会報告について等

企画提案型事業【スマイルピース】 １７日 接遇講習会 ３０名参加

ボランティア活動 １８日 市内駅前４か所の清掃活動 １１７名参加

ブロック長・地域班長合同会議 ２０日 ブロック懇談会について等

三役部会長会議 ２３日 調査案件について

ボランティア活動 ２６日 大阪マラソンボランティア活動 ３７名参加

入会説明会 １０日、２４日

大阪城健康ウォークに参加 １日 京橋ツイン２１にて 女性部・あおいの会出店

ボランティア活動 １日 第二京阪側道歩道清掃活動雨天中止

視察研修 ５日 長浜市シルバー人材センター訪問

企画提案型事業【世代間交流】 ７・１４・２１日 着付け体験教室 延３７名参加

第４回 安全就業推進委員会 ７日 事故報告、自転車安全講習会等について

プラザde朝市門真もん ９日 手作り作品・野菜出店

第４回 適正就業推進委員会 １１日 適正就業特別研修会報告、長時間就業対策等について

中間監査 １２日 上半期の事業実績・財産状況について

キッズカーニバルに参加 １６日 模擬店出店、事業PR等
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第６回 理事会 １７日 会員の起こした事件の顛末と処理について

第３回 総務専門部会 １８日 第７回理事会案件、平成２７年度事業計画等について

企画提案型事業【世代間交流】 １８・１９・２１日 パソコン体験教室 延４２名参加

自転車講習会
２０日 実技･トラック内輪差実験 門真自動車教習所 １０２名参
加

視察研修受入 ２１日 京田辺市シルバー人材センター来団

企画提案型事業【世代間交流】 ２１日 女性部会 ケーキ作り教室

弁天池公園ふれあい感謝祭 ２４日 清掃ボランティア137名､模擬店出店･普及啓発､2,976名来場

企画提案型事業【農業】 ２５日 野菜作り講習 ２０名参加

第２回 就業開拓専門部会 ２６日 平成２６年度の就業開拓活動について

入会説明会 １０日、１９日（高齢者ふれあいセンターにて臨時開催）、２５日

適正就業推進委員会 １１月３０日・１２月１日 適正就業特別研修会 ８６名参加

第７回 理事会 ３日 平成26年度上半期事業報告について等

企画提案型事業【スマイルピース】 ４日 清掃講習会 １０名参加

弁天池ボランティア清掃 ６日 ボランティア清掃 ８４名参加

門真市スポーツレクリエーション大
会

７日 市民プラザにて 子供遊びブース・模擬店出店 スタッフ協
力

第４回 女性部会会議 １０日 活動報告と活動予定について

地域ブロック会議 １０日 第三地域 ブロック懇談会、未収会費等について

プラザde朝市門真もん １４日 手作り作品・野菜出店・模擬店出店

三役部会長会議 １５日 事業報告、各部会・委員会報告について等

マスタープラン推進委員会 １６日 マスタープランの状況、推進等

地域ブロック会議 １６日 第四地域 ブロック懇談会、未収会費等について

企画提案型事業【農業】 １７・１８日 お正月寄せ植え教室 ４０名参加

視察研修受入 １９日 朝来市シルバー人材センター来団

ボランティア活動 ２０日 三ツ島神社清掃28名参加、願得寺・堤根神社は雨天中止

第８回 理事会 ２５日 職員等給与規則の一部改正について等

入会説明会 １０日、２４日

弁天池ボランティア清掃 ４日 ボランティア清掃 ７９名参加

プラザde朝市門真もん １１日 手作り作品・野菜出店・模擬店出店

第５回 適正就業推進委員会 １３日 適正就業特別研修会報告、適正パトロール等について

三役部会長会議 １５日 事業報告、各部会・委員会報告について等

第５回 安全就業推進委員会 １６日 事故報告、自動車安全講習会等について

ボランティア活動 １７日 市役所周辺清掃活動 ９４名参加

ブロック長・地域班長合同会議 ２１日 ブロック懇談会等について

守口門真商工会議所大商業祭 ２５日 女性部・あおいの会参加 手芸品等販売

役員視察研修 ２７日 伊丹市シルバー人材センター訪問

第４回 総務専門部会 ３０日 平成２７年度事業計画・予算（素案）について

入会説明会 １０日、２３日

地域ブロック懇談会 １月３１日～２月２日 第三地域 ２１２名参加

適正就業推進委員会 ２・３日 適正就業特別研修会 １６６名参加

地域ブロック会議 ３日 第二地域 ブロック懇談会、未収会費等について

第５回 女性部会会議 ４日 活動報告と活動予定について

弁天池ボランティア清掃 ７日 ボランティア清掃 １０９名参加

地域ブロック懇談会 ６・７日 第四地域 ２３０名参加

地域ブロック懇談会 ７・８日 第二地域 ２１２名参加

地域ブロック懇談会 ８・１４日 第一地域 ２３７名参加

プラザde朝市門真もん ８日 手作り作品・野菜出店・模擬店出店
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自動車安全講習会 ９日～ 自動車運転講習従事者向け ４４名参加

会員親睦旅行 １１日 淡路島 ８０名参加

地域ブロックボランティア清掃
６・１２・１３・２０日 第三・四地域 市内府営住宅駐車場６か
所

夢のゆるキャラふれあいまつりに参
加

１５日 ボランティア活動、模擬店出店、事業PR等

三役部会長会議 １６日 事業報告、各部会・委員会報告について等

マスタープラン推進委員会 １７日 マスタープランの実行状況、推進等

ボランティア活動 ２１日 市役所周辺清掃活動 １１７名参加

企画提案型事業【スマイルピース】 ２３日 救急救命講習会 １２名参加

入会説明会 １０日、２６日

適正就業推進委員会 １・２・３日 適正就業特別研修会１８１名

弁天池ふれあいイベント ７日 清掃ボランティア,模擬店出店１０３名

プラザde朝市門真もん ８日 手作り作品・野菜出店・模擬店出店

大阪城健康ウォークに参加 １４日 京橋ツイン２１にて 女性部・あおいの会出店

第５回 総務専門部会 １６日 平成２７年度事業計（案）、収支予算（案）について

地域ブロック会議 １６日 第三地域ブロック懇談会報告、２７年度計画について

第３回 就業開拓専門部会 １６日 平成27年度の活動計画について等

第６回 適正就業推進委員会 １７日 適正就業特別研修会について

三役部会長会議 １９日 シルバー事業の在り方について等

企画提案型事業【農業】 ２０日 花の寄せ植え教室

ボランティア活動 ２１日 京阪沿線ボランティア清掃８７名

第９回 理事会 ２３日 平成27年度事業計画(案)・収支予算(案)について等

会員親睦「花見の会」 ２９日 雨天の為中止

入会説明会 １０日、２５日

４月 弁天池公園にて実施 １８名修了

５月 弁天池公園にて実施 １３名修了

６月 弁天池公園にて実施 １４名修了

７月 弁天池公園にて実施 ２３名修了

８月 弁天池公園にて実施 １８名修了

９月 弁天池公園にて実施 １０名修了

１０月 弁天池公園にて実施 ２１名修了

１１月 弁天池公園にて実施 １６名修了

１２月 弁天池公園にて実施 ２４名修了

１月 弁天池公園にて実施 １５名修了

２月 弁天池公園にて実施 ２名修了

３月 弁天池公園にて実施 ３３名修了（平成２７年度入会予定）

４月４日、５月２日、５月１６日、６月６日、６月２０日

７月４日、７月２５日、８月２９日、９月２５日

１０月３日、１１月７日、１１月２７日、１２月１６日、１２月２
４日

１月１９日、２月１３日、２月２０日、３月５日、３月１６日、

※企画提案型事業の標記

【農業】→農業で交流するふれあいまちづくり・環境整備活動

【世代間交流】→世代間交流とふれあい教室で伸ばそう市民の生きる力

【スマイルピース】→元気な高齢者が支えるたすけ愛スマイルピース事業

青色防犯パトロール

新入会員研修会
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