
日　付

7月7日（水）

9月28日（火）

11月8日(月)

3月15日(火)

日付

6月23日(水)

日付

7月14日(水)

3月25日(金)

日付

日付

ささえ合いのまちづくり事業

第3回役員会　令和３年度事業報告、予算執行状況と見込み、全体研修、各支援事業

令和３年度　治田東学区地域振興協議会

《役 員 会》

内　容　・　詳　細

第１回役員会　理事会の開催について、各支援事業について、他

第2回役員会　各支援事業について、体育推進委員会からの提案事業について

10月1日～
　　　　3月31日

飛び出し人形設置事業

・治田東学区内（主に通学路）の交通事故危険個所
を調査し必要箇所に飛び出し人形を設置し子どもた
ちを交通事故から守る事業

第4回役員会　理事会開催について、総会について、各支援事業状況報告

《役員と各委員長合同会議》

内　容　・　詳　細

・各委員会事業について　令和３年度諸事業について

《理事会》

内　容　・　詳　細

第１回理事会　令和３年度諸事業について　各委員会事業報告

第2回理事会　令和３年度事業報告、決算見込み、令和４年度事業、予算計画(案)

《栗東市地域振興協議会活動支援事業》

内　容　・　詳　細

《栗東市社会福祉協議会地域福祉活動支援助成事業》

内　容　・　詳　細

10月1日～
　　　　3月31日

地域共生社会実現のために高齢者の日常生活の支援のニーズをモデル4地区（安西、安
南、灰塚、平葉）で調査し、これからの治田東学区のまちづくりに活かし地域でささえ合う体
制を整える事業



日　付 内　容 詳　　細

４月～３月号 つながり発行 自治会だより、各事業実施案内／報告、他

11月23日(月) はるひが作品展

治田東学区住民の
　　　　　作品展示会
（学区民まつりの
　　　　　代替え事業）
出展65名104点
　　　　　見学者144人

つながり発行について

研修事業について

6月16日(水) 　第2回委員会 学区民まつり、全体研修について

学区民まつり中止決定を受けて

全体研修について

学区民まつり代替え事業について

全体研修の内容について

はるひが作品展について

全体研修の内容について

2月13日(日) 第6回委員会 令和3年度の反省と令和4年度事業計画（案）について

2月18日(水) 　三役会 令和４年度事業計画(案)について

8月18日(水) 　研修部会 令和３年度研修事業について

8月6日(金) 　まつり部会 学区民まつり代替え事業について

11月15日(月) 　まつり部会 はるひが作品展につて

1月22日(土) 　研修事業

人権落語「人を傷つけない本当の笑い」
　　　講師：上方落語協会　笑福亭鶴笑　師匠

　　　　　　　　　　コロナで中止

担
当
部
会

令和３年度　総務企画委員会　事業報告

委
員
会
事
業

委
員
会

4月7日(水) 　第1回委員会

7月21日(水) 　第3回委員会

9月1日(水)
　第4回委員会
　(書面会議)

10月6日(水) 第5回委員会

令和３年度　全体研修会　事業報告



日　付 内　容 詳　　細

7月25日(日) 子ども対象事業

講演「夏休みの楽しい過ごし方」　太田賢志先生
マジックショー　　　　　　　　　　　　寺崎圀男　氏

1班　下戸山地区全域

2班　タコ公園、ヤマザキショップ

3班　シロ公園、フレンドマート、ツルハ駐車場

講演「将来の若者への願いをこめて」

　　　　　　　　　　　　　保護司　池田　恵俊　氏

「社会を明るくする運動」研修会について

「子ども対象事業」の実施について

愛のパトロール実施について

栗東中学校区青少年育成交流会
　　　　　　　　　　　　(三学区交流会)について

子ども対象事業について

社会を明るくする運動研修会について

愛のパトロール実施について

2月13日(日) 第3回委員会(書面) 令和3年度の反省と令和4年度事業計画（案）について

2月18日(金) 三役会 令和3年度の反省と令和4年度事業計画（案）について

7月6日(火) 事務局打ち合わせ 交流会の実施及び趣旨の検討

10月20日(水) 第1回打合せ会議 交流会の実施及び趣旨の検討

1月29日(土) 講演会
「コロナ禍での学校の取組と家庭地域のかかわり」

講師　丸田尚志　氏
コロナで中止

委
員
会
事
業

7月16日(金) 第2回委員会

令和３年度　青少年育成・安全委員会　事業報告

7月26日(月) 愛のパトロール

11月14日(日)
社会を明るくする
　運動研修会

三
学
区

交
流
会

委
員
会

5月21日(金) 第1回委員会



日　付 内　容 詳　　細

11月28日(日)
人権・福祉の
　つどい研修会

ＤＶＤ視聴会「わっかカフェへようこそ」
インターネットによる人権侵害・高齢者の人権・外国
人の人権

11月21日～25日 人権標語募集

応募総数：67件
栗東市人権啓発作品募集に提出　入選2件

12月中 友愛事業

69歳以上のひとり暮らし
                      高齢者宅訪問
プレゼント
(マスク・除菌シート・カイロ
                            ・絵手紙他）
対象者数：140名
　(委員が協力して袋詰めし
                         各自治会で配付）

「人権・福祉のつどい」研修会開催について

友愛事業について

人権標語募集について

「人権・福祉のつどい」研修会開催について

友愛事業について

人権標語募集について

2月13日(日) 第3回委員会（書面） 令和3年度の反省と令和4年度事業計画（案）について

2月18日(金) 三役会議 令和3年度の反省と令和4年度事業計画（案）について

委
員
会

5月28日（金） 第1回委員会

9月17日（金） 第2回委員会

令和３年度　人権・福祉委員会　事業報告

委
員
会
事
業



日　付 内　容 詳　　細

4月17日(土) 環境講座（出前講座）
～グリーンカーテンで夏を楽しもう～

　　　栗東市生涯学習課と共催
　　　滋賀県地球温暖化防止活動推進センター

6月5日(土) コミセン環境整備 「ガーデンきずな」草引き、花壇の手入れ

7月11日(日)
11月28日(日)

ごみ不法投棄巡回
パトロール

2班に分かれごみ不法投棄巡回パトロールと回収

10月24日(日) ｢環境講座｣

参加型学習会　～SDGsを学ぼう～
　　　　　　　　　　　講師　藤田アニコー　氏

11月7日 コミセン環境整備
地振協全自治会合同環境整備に共同参画
コミセン周辺の草刈り、植木の刈込

5月19日(水) 第1回委員会 令和３年度事業活動計画について

6月30日(水) 第2回委員会 ごみ不法投棄巡回パトロールについて

9月29日(水) 第3回委員会 環境講座、環境整備について

2月13日(日) 第4回委員会(書面) 令和3年度の反省と令和4年度事業計画（案）について

2月18日(金) 三役会 令和3年度の反省と令和4年度事業計画（案）について

日　付 内　容 詳　　細

6月19日(土)
スローイングビンゴ
大会

学区内を対象に自由参加方式でスローイングビン
ゴ大会を実施　　　参加者23名

11月21日(日) ウォーキングイベント
安養寺山縦走
　　　　　　ハイキング
　参加者31名

２月６日(日)
 体育部会
　　　研修事業

みんなのスポーツ講習会「ボッチャ」
コロナの感染拡大のよりルール説明書配付による
個人学習に変更

5月14日(金) 　第１回委員会 令和3年度事業について

みんなのスポーツ講習会について

ウォーキングイベントについて

11月12日(金) 　担当者会議 安養寺山縦走ハイキングについて

2月13日(日) 第3回委員会(書面) 令和3年度の反省と令和4年度事業計画（案）について

2月18日(金) 　三役会 令和3年度の反省と令和4年度事業計画（案）について

委
員
会
事
業

委
員
会

9月24日(金) 　第2回委員会

令和３年度　環境委員会 事業報告

委
員
会

委
員
会
事
業

令和３年度　体育推進委員会　事業報告　


