
ＮＯ．１　　

行事内容等 開催場 出席者（敬称略） 関係部門

4月6日 方南小学校入学式 方南小学校 松崎（会） 総務部

7日 泉南中学校入学式 泉南中学校 松崎（会）・大木（副） 総務部

14日 赤十字会員募集運動杉並区地区協議会 杉並区役所 松崎（会） 総務部

20日 松崎（会） 総務部

21日 いきいきクラブ・町会長会議 高井戸警察署 松崎（会）・細野（部） 交通部

　　　〃 高井戸警察少年補導員委嘱式 高井戸警察署 大木（副） 防犯部

28日 永福・和泉地域区民センター協議会総会 永福和泉地域区民センター 松崎（会） 総務部

5月2日 高井戸警察署春の交通安全の集い 久我山会館 松崎（会）・大木（副）・楢木（部）・細野（部）・木津 交通部

11日 春の交通安全運動実施 方南陸橋交差点 楢木（部）・木津 交通部

13日 杉並区防災市民組織連絡協議会総会 セシオン杉並 松崎（会） 総務部

　　　〃 東日本大震災から学ぶ防災対策の在り方 セシオン杉並 松崎（会）・楢木（部）・髙畑（美）・木津 防災対策部

17日 杉並防火防災協会総会 産業商工会館 松崎（会） 防火部

18日 町会連合会理事会 杉並区役所 松崎（会） 総務部

20日 方南銀座商店街振興組合総会 商店街事務所 松崎（会） 総務部

23日 第2回方南・和泉地区町会長会議 方南和泉会議室 松崎（会） 総務部

　　　〃 青少年育成委員会総会（方南和泉地区） 方南和泉会議室 松崎（会）・屋良(部) 青少年部

24日 防犯ネット自転車取付・引ったくり注意実施 町内キャンペーン 菊地（部）・細野（部）・楢木（部）・木津・細井・楢木 防犯部

25日 杉並区町会連合会総会 セシオン杉並 松崎（会）・楢木（部）・木津 総務部

27日 23年度赤十字募金 \210,407 総務部

28日 方南小学校運動会 方南小学校 松崎（会） 総務部

　　　〃 方南二丁目町会総会 共同ホール ４５名 総務部

6月3日 堀ノ内消防署総会 普門館地下会議室 長森（部） 防火部

4日 泉南中運動会 泉南中学校 松崎（会）・屋良(副) 総務部

10日 第1回泉南中学校区地域教育連絡協議会 泉南中学校 屋良（副） 総務部

11日 杉並消防団消防操法大会 法輪閣駐車場 松崎（会）他10名参加 防火部

14日 高井戸警察署管内「防犯自主団体研修会」 浜田山会館
楢木(部)・柏木(部)・髙畑(美)・木津・安

田
防犯部

15日 第3回方南・和泉地区町会長会議 方南和泉会議室 松崎（会） 総務部

17日 高井戸警察署防犯協会総会 高井戸警察署 松崎(会)・菊地(部) 防犯部

　　　〃 高井戸警察署母の会総会 高井戸警察署 髙畑（美） 青少年部

21日 第1回方南小学校評議員会 方南小学校 松崎（会） 総務部

24日 もぐらの会（東京メトロとの打合せ） 商店街事務所 松崎（会） 総務部

29日 第1回方南小学校震災救援所連絡役員会 方南小学校 松崎（会） 総務部

7月1日 第2回泉南中学校区地域教育連絡協議会 泉南中学校 松崎(会)・屋良(副) 総務部

杉並区社会を明るくする会運動 大木(副)・土合(部)・楢木(部)・木津

駅頭キャンペーン・中学生25名参加 警察、役所

5日 児童自立支援施設研修会 日比谷公会堂 髙畑（美） 青少年部

12日 東京母の会全都大会 グランドアーク 髙畑（美） 防犯部

18日 地元団体懇談会 立正佼成会事務庁舎 松崎（会）・細野(部) 総務部

19日 第2回方南小学校震災救援所連絡役員会 方南小学校 松崎（会） 総務部

20日 第4回方南・和泉地区町会長会議 鈴啓 松崎（会）・大木(副)･細野(部) 総務部

（１）

方　南　二　丁　目　町　会　事　業　報　告
　　　　　　　　　　　　　　平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日　　　　　　　　　　　　方南二丁目町会

　　　〃 方南町駅周辺 青少年部

第1回方南・和泉地区町会長会議・緑の募金（町会費より3,000円）　方南和泉会議室
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21日 21日～27日方南二丁目町会夏休みラジオ体操 方南小学校 延600名参加 青少年部

22日 評議員代表者会議 杉並区役所 楢木（部） 総務部

　　　〃 杉並区民のつどい セシオン杉並 大木(副)・安田・岩城・髙畑(美) 総務部

24日 初期消火訓練 緑地公園 ラジオ体操終了後、100名参加 防火部

　　　〃 子供相撲大会土俵作り、準備、提灯付け 法務省子供遊び場 松崎（会）外役員 青少年部

28日 泉南中学校評議員会 泉南中学校 屋良（副） 総務部

8月1日 1日・2日子供相撲大会 法務省子供遊び場 延170名参加 青少年部

27日 方南銀座商店街演歌まつり 三井リパーク駐車場 松崎（会） 総務部

30日 堀ノ内消防署管内役員会・懇親会 鈴啓 松崎（会）大木(副)・長森（部） 防火部

9月6日 防犯協会表彰式 高井戸警察署講堂 大木（副） 防犯部

7日 第3回方南小学校震災救援所連絡役員会 方南小学校 松崎（会） 総務部

9日 杉並区交通安全のつどい セシオン杉並 大木(副)・楢木(部)・髙畑(美)・木津 交通部

13日 高井戸警察防犯協会支部長会議 高井戸警察署 菊地（部） 防犯部

16日 杉並区交通殉難者慰霊祭 産業商工会館 松崎(会)･髙畑(美) 総務部

　　　〃 70歳敬老者へのお祝い 11名 婦人部

21日 第5回方南・和泉地区町会長会議 方南和泉会議室 松崎（会） 総務部

　　　〃 21日～30日秋の全国交通安全運動実施 方南陸橋交差点 楢木（部）・木津 交通部

23日 地元団体懇談会 立正佼成会事務庁舎 松崎（会） 総務部

25日 町内消火訓練 方南公園 松崎(会）他20名参加 防火部

　　　〃 町内クリーン大作戦 町内全域 松崎（会）外20名参加 環境衛生部

10月2日 立正佼成会お会式・一乗まつり 立正佼成会本部 松崎(会)・大木（副）・細野（部） 総務部

11日 地域安全のつどい セシオン杉並 大木(副)･楢木(部)･木津他パトロール隊 防犯部

15日 方南小学校震災救援所訓練全体会議 方南小学校 松崎(会)･大木(副)・屋良(副)・土合(部)・岩城 防災対策部

16日 16日･17日方南二丁目町会役員研修旅行 伊豆長岡 18名 厚生文化部

19日 第6回方南・和泉地区町会長会議 方南和泉会議室 松崎（会） 総務部

　　　〃 19日･20日泉南中学校学芸発表会 セシオン杉並 屋良（副） 青少年部

20日 地域活動団体懇談会 永福和泉地域区民センター 松崎（会） 総務部

23日 杉並区消防団合同点検 富士見ヶ丘運動場 屋良(副)･岩城 防火部

30日 方南小学校震災救援所訓練　 方南小学校 役員･一般参加 防災対策部

　　　〃 赤い羽根募金 \196,236 総務部

11月2日 防火防災協会堀ノ内地区連合支部視察研修 北区防災センター 松崎(会)・長森(部)・楢木(部) 防火部

9日 秋の火災予防運動街頭キャンペーン サミット和泉店前 土合(部)・岩城 防火部

11日 杉並区防火防災のつどい セシオン杉並 松崎（会） 防火部

16日 第7回方南・和泉地区町会長会議 方南和泉会議室 松崎（会) 総務部

18日 方南小学校震災救援所訓練反省会 方南小学校 松崎（会） 防災対策部

20日 高齢者の地域見守りネットワークについての懇談会 共同ホール 役員・地区長･班長 総務部

方　南　二　丁　目　町　会　事　業　報　告
　　　　　　　　　　　　　　平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日　　　　　　　　　　　　方南二丁目町会

（２）
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27日 杉並区青少年表彰 セシオン杉並 松崎(会)・屋良(副) 総務部

　　　〃 地元団体懇談会 立正佼成会事務庁舎 松崎(会) 総務部

30日 泉南中学校子供地域活動促進事業 泉南中学校 屋良(副) 総務部

　　　〃 杉並区町会連合会清掃研修会 永福和泉地域区民センター 役員他5名出席 環境衛生部

12月1日 方南和泉地区連合町会長研修会 群馬県伊香保周辺 松崎（会）・屋良（副）・細野（部） 総務部

5日 平成23年度防犯活動推進員研修会 浜田山会館 大木(副）新戸(副)楢木(部)菊地(部）細野(部)・木津 防犯部

　　　〃 高井戸防犯協会役員会 壱久 大木(副) 防犯部

6日 PTAとの懇談会 永福和泉地域区民センター 松崎(会) 総務部

　　　〃 杉並区基本構想説明会 永福和泉地域区民センター 松崎(会) 総務部

11日 杉並中学校駅伝大会 和田堀公園周辺 松崎(会)・屋良(副)・楢木(部)・木津 青少年部

15日 第2回方南小学校評議員会 方南小学校 松崎(会) 総務部

　　　〃 公務員宿舎建替え中止説明会 方南和泉会議室 松崎(会長)他役員・一般会員 総務部

12月17日 方南小学校マラソン大会（走路整理) 方南小学校周辺 松崎(会)他役員 青少年部

20日 泉南中学校評議員会 泉南中学校 屋良(副) 総務部

　　　〃 町会役員忘年会 鈴啓 24名出席 総務部

23日 歳末夜警準備 松崎(会)他役員 防火部

26日 23年度歳末助け合い募金 \194,350 総務部

　　　〃 26日～30日方南二丁目町会歳末夜警 町会役員･商店会有志･一般 防火部

1月1日 方南二丁目町会初詣 大宮八幡宮 25名 総務部

5日 杉並区賀詞交換会 杉並区公会堂 松崎(会)・楢木(部) 総務部

14日 杉並消防団始式 セシオン杉並 松崎(会)・長森(部） 防火部

　　　〃 高井戸警察署武道始め式 高井戸警察署 松崎(会)・大木(副)・菊地(部)・楢木(部) 総務部

15日 立正佼成会杉並教会賀詞交換会 第二団参会館 松崎(会)･大木(副) 総務部

16日 方南二丁目町会新年会 鈴啓 61名 総務部

23日 東京母の会連合会新年会 グランドアーク 大木(副) 防犯部

25日 第8回方南･和泉地区町会長会議･新年会 鈴啓 松崎(会)･大木(副)･細野(部) 総務部

27日 杉並堀ノ内消防署防火防災協会役員新年会 鈴啓 松崎(会)･大木(副)･長森(部) 防火部

28日 真峰庵節分会 真峰庵 松崎(会) 総務部

2月1日 地域の目全体連絡会 セシオン杉並 松崎(会) 総務部

3日 立正佼成会節分会 立正佼成会杉並教会 松崎(会)・大木(副) 総務部

7日 民生委員・児童委員大会 セシオン杉並 松崎(会) 総務部

8日 青少年育成委員会スケート部会 永福和泉地域区民センター 松崎(会)・土合(部) 総務部

　　　〃 高井戸防犯協会新年会 大宮八幡宮清涼殿 松崎(会)･大木(副)･菊地(部) 防犯部

15日 第9回方南・和泉地区町会長会議 方南和泉会議室 松崎(会) 総務部

17日 泉南中学校地域教育連絡協議会 泉南中学校 屋良(副) 総務部

21日 第3回方南小学校評議員会 方南小学校 松崎(会) 総務部

26日 地元団体懇談会 立正佼成会事務庁舎 松崎(会)・細野(部) 総務部

　　　〃 高井戸交通安全協会総会 高井戸警察署 楢木(部)・木津 交通部

方　南　二　丁　目　町　会　事　業　報　告
　　　　　　　　　　　　　　平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日　　　　　　　　　　　　方南二丁目町会

（３）
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3月1日 杉並防火協会堀ノ内支部火災予防運動街頭キャンペーン サミット和泉店前 大木(副)･岩城 防火部

2日 高井戸警察署母の会新年会 藍屋 大木(副)･髙畑(美) 防犯部

5日 杉並防火協会堀ノ内連合支部広報活動 堀ノ内出張所管内 大木(副)･岩城 防火部

10日 地域人材募集説明会 方南小学校 松崎(会) 総務部

11日 わくわく祭り協力（初期消火訓練) 三井リパーク駐車場 松崎(会)他役員 防火部

17日 泉南中学校卒業式 泉南中学校 松崎(会) 総務部

19日 堀ノ内女性会役員会･懇談会（消防署) 金寿司 大木(副)･屋良(副)･岩城 防火部

21日 第10回方南・和泉地区町会長会議 方南和泉会議室 松崎（会） 総務部

22日 いきいきクラブ･町会長会議 高井戸警察署 松崎(会)･細野(部) 総務部

23日 方南小学校卒業式 方南小学校 松崎(会) 総務部

24日 青少年育成委員会スケート教室 神宮スケート場 松崎(会)・土合(部) 総務部

28日 泉南中学校評議員会 泉南中学校 屋良(副) 総務部

31日 総務部

毎週水曜日・土曜日午後４時より（冬期）

毎週水曜日・土曜日午後５時より（夏期）

町内防犯パトロール

防犯部

方　南　二　丁　目　町　会　事　業　報　告
　　　　　　　　　　　　　　平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日　　　　　　　　　　　　方南二丁目町会

（４）

◎ 役員・一般有志

町会班長さん、掲示板設置協力者への御礼（ゴミ袋）
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