
2019年8月10日
本山西地域福祉センター

 2019年度　行事予定(案）　 本山西ふれあいの
まちづくり協議会

○＝ふれまち　★＝防コミ　△＝対外交流　▲共催 078-412-8513

月 月  ・ 日 行 事 内 容 担当部会 場　　所

４月13日(土） ○   部会 運営調整 　19:00～

４月17日(水） △ 　うたごえ喫茶　 （民生応援）　本山西部あんすこ 福祉活動   13:30～

５月11日(土） ○ 　定例会・総会 運営調整 　19:00～

５月25日(土） △ 　もとやま園　運動会 福祉活動 　9：30～親子遊園

５月30日(水) △ 　町たんけん   運営調整 　9:45～本山第二小学校2年生

６月8日(土） ○ 　部会 運営調整 　19:00～

６月9日(日） △   春の住吉川クリーン作戦 運営調整 　9:00～　住吉川

６月15日(土） ○ 　こどものお菓子づくり教室（１） 広報調査 　10:00～

６月 ６月15日(土） ★ 　防災福祉コミュニティ　総会 安全まちづくり 　19:00～ 防コミ

６月16日(日） 〇 　地域交流グラウンドゴルフ大会(雨天：本二アリーナ別行事） 事業推進 　9:00～12:00 本二小グラウンド

６月19日(水） △ 　うたごえ喫茶　 （ふれまち応援）　　本山西部あんすこ 福祉対策   13:30～

６月27日(木） 　本二プラザ 　19:00～

６月30日(日） ○ 　七夕まつり（防災・防犯・エコタウン） 事業推進 　10:00～

７月13日(土） ○ 　定例会 運営調整 　19:00～

７月 ○ 　ふれあい映画会（１）　 施設管理   13:00～　　

○ 　ふれあい喫茶（１） 福祉活動   15:00～

７月27日(土） △ 　本二夏まつり 　予備日：7月28日（日） 運営調整 　本山第二小学校グラウンド

８月３日(土） △ 　住吉川親子水辺フェア 運営調整   10:00～　 住吉川新落合橋上流

８月６日(火） ○   ふれあい映画会（こども映画会）(2) 施設管理   13:00～

８月10日(土） ○ 　部会 夏季休館日　　8/13～8/17 運営調整 　19:00～

８月17日(土） ○ 　こどものお菓子づくり教室（2） 広報調査 　10:00～

８月21日(水） △ 　うたごえ喫茶　　（西岡本クラブ応援）　　本山西部あんすこ 福祉対策   13:30～

８月22日(木） △ 　田中保育所・児童館　夏まつり 運営調整 　9:00～　田中保育所/児童館

８月22日(木） 　本二プラザ 　19:00～

９月14日(土） ○ 　定例会 運営調整 　19:00～

９月24日(火） ○ 　ふれあい喫茶(2)　　エコカフェ 福祉センター エコ部会 　13:30～  

９月29日(日) ○ 　介護教室 　  ロングステージKOBE岡本 福祉対策 　14:00～

９月30日(月) △ 　田中児童館安全クリーンパトロール 安全まちづくり  　9:50～  田中児童館　運動会の代休

10月12日(土） ○ 　部会 運営調整 　19:00～

10月13日(日） ▲ 　ふれあいフェスティバル 実行委員会   13:00～16:00 地域各団体

10月13日(日) △ 　秋の住吉川クリーン作戦 運営調整 　9:00～　住吉川

10月16日(水) △ 　うたごえ喫茶（婦人会応援）　　本山西部あんすこ 福祉対策 　10:00～

10月18日(金) ★ 　防災学習運動会　(５年生対象） 安全まちづくり 　集合：10:20　　　防コミ　本二小 5年生

10月19日(土） △ 　リバーサイドグラウンドゴルフ大会雨天10月27日(日） 福祉対策 　10:00～　西岡本防災ひろば

10月24日(木) 　本二プラザ 　19:00～

10月26日(土） ○ 　こどものお菓子づくり教室（3） 広報調査 　10:00～

11月 2日(土） △ 　もとやま園　ふれあいまつり 福祉対策   親子遊園

11月 9日(土） ○ 　定例会 運営調整 　19:00～   11月10日　魚崎防コミ合同訓練

11月11日(月) △ 　田中児童館クリーンパトロール 安全まちづくり 　9:50～　防コミ　音楽会の代休

11月12日(火） ○ 　研修旅行　(バス） 行先：   未定 事業推進   

11月17日(日） ★ 　防災訓練（西岡本地区）・防災ひろば・野寄公園・福祉センター　安全まちづくり 　9:00～　本二小校区防災福祉コミュニティ

11月20日(日） △ 　町たんけん  11/20  ・ 11/22

11月24日(日） △ 　地域交流グラウンドゴルフ大会　　　（雨天別途行事） 事業推進 　本山第二小学校グラウンド  9:00-12:00

12月１日(日） ○ 　気軽なお茶会 福祉対策   13:00～

12月14日(土） △ 　田中児童館との交流会（クリスマス会） 事業推進 　14:00～  12/5/6 昔あそび

12月14日(土） ○ 　部会 運営調整 　19:00～

12月18日(水） △ 　うたごえ喫茶    （民生応援）　本山西部あんすこ 福祉対策   13:30～

12月21日(土） 〇 　こどものお菓子づくり教室（4） 広報調査 　10:00～

12月26日(木） ○ 　年末大掃除 年末年始休館日　12/26～1/5 全　　員 　9:00～　

12月18日(水） △ 　うたごえ喫茶    （民生応援）　本山西部あんすこ 福祉対策   13:30～

１月23日(木) ★ 　資機材庫見学(震災を学ぼう）　4年生 安全まちづくり 　防コミ　野寄・長子・手水公園・防災ひろば

１月23日(木） ○ 　新年会（懇親会 本二プラザ合同） 事業推進   18：00～　

２月２日(日） ★ 　市民放水大会　　住吉川河川敷 安全まちづくり    11:00～

２月２日(日） ▲ 　ロングもちつき大会    (ロングステージKOBE岡本) 運営調整   14:00～16:00

２月８日(土） ○ 　部会 運営調整 　19:00～ 2/5.2/7 昔の暮らし・地車

２月14日(金） △ 　生活発表会　田中保育所 未確認 運営調整

２月15日(土） ○ 　こどものお菓子づくり教室（5）　 広報調査 　10:00～

２月19日(水） △ 　うたごえ喫茶　（ふれまち応援） 本山西部あんすこ 福祉対策こ   13:30～

２月27日(木） 　本二プラザ 　19:00～

３月14日(土） ○ 　定例会 運営調整 　19:00～

３月20日(金） ○ 　広報紙　ふれまちだよりNO.26 ・エコタウンNo.15 発行 広報調査

○ 　ふれあい映画会（3） 施設管理   13:00～　　

○ 　ふれあい喫茶（3）　 福祉活動   15:00～　　

・下校時見守り活動　（5時限目、6時限目下校時）
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本山西ふれあいのまちづくり協議会

6/29　13:00準備
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・夜間パトロール　　毎月最終月曜日　19:30～　　　　特別夜警　12/26～12/30　(本山西防犯グループ）

12月

3月


