
　　　　　令和元年度　事業報告

　　　　～　芝浦一丁目町会　「一年のあゆみ」　～

　　　　平成31年4月

　　　　　　4月1日（月） 港区立伝統文化交流館打合 福祉部

4月6日（土） 第1回町内清掃・町会会館清掃 環境衛生部

4月6日（土） 役員定例会 町会

4月8日（月） 芝浦小学校入学式 町会

4月10日（水） 御穂鹿嶋神社月次祭 町会

4月13日（土） 御穂鹿嶋神社祭礼委員会 町会

4月16日（火） 5団体連絡協議会 町会

4月17日（水） 芝浦会・芝浦一丁目サロン 芝浦会

4月17日（水） 防火防犯パトロール 防火防災部・防犯部

4月20日（土） 芝浦一丁目商店会総会 商店会

4月21日（日） 町会バスハイク（房総半島：潮干狩り/いちご狩り） 文化部

4月24日（水） みなと障がい者福祉事業団理事会 福祉部

4月26日（金） 三田防犯協会役員会 町会

4月27日（土） 総務会 町会

　　　　令和1年5月

5月6日（月） 交通安全テント張り 交通部

5月8日（水） 御穂鹿嶋神社月次祭 町会

5月10日（金） 交通安全キャンペーン 母の会

5月10日（金） 芝浦小ＰＴＡ歓送迎会 町会

5月11日（土） 第2回町内清掃・町会会館清掃 環境衛生部

5月11日（土） 御穂鹿嶋神社神輿委員会 町会

5月11日（土） 芝浦会総会 芝浦会

5月11日（土） 役員定例会 町会

5月11日（土）
～20日（月）

春の交通安全運動 交通部

5月13日（月） 港区のあゆみ区民インタビュー 町会

5月13日（月） 運河まつり実行委員会 町会

5月14日（火） 三田警察総会 母の会

5月15日（水） 芝浦会・芝浦一丁目サロン 芝浦会

5月15日（水） 防火防犯パトロール 防火防災部・防犯部

5月18日（土） 芝浦一丁目町会総会 町会

5月19日（日） 春のうどん会 文化部

5月21日（火） 5団体連絡協議会 町会

5月21日（火） 高齢者指導員研修会 母の会

5月23日（木） みなとタバコルールキャンペーン 町会

5月25日（土） 田植え体験 町会

5月25日（土） 総務会 町会

5月26日（日） こども祭り準備「神酒所造り」 町会

5月28日（火） 三田防犯協会定期総会 福祉部

5月10日（金） 新芝橋ライトアップ式典祝賀会 町会



　　　　令和1年6月

6月1日（土） 第3回町内清掃・町会会館清掃 環境衛生部

6月1日（土） 役員定例会 町会

6月2日（日） 芝浦一丁目こども祭り 町会

6月6日（木） 港区老人クラブ研修旅行 芝浦会

6月6日（木） 港福会理事会 福祉部

6月9日（日） 御穂鹿嶋神社神輿渡御 町会

6月14日（金） 仮称芝浦第二小学校分科会・懇親会 町会

6月16日（日） 神酒所解体 町会

6月18日（火） 5団体連絡協議会 町会

6月19日（水） 芝浦会・芝浦一丁目サロン 芝浦会

6月19日（水） 防火防犯パトロール 防火防災部・防犯部

6月24日（月） 汐濱会 町会

6月25日（火） 港区老人クラブ映画観賞会 芝浦会

6月25日（火） 港福会理事会 福祉部

6月29日（土） 総務会 町会

　　　　令和1年7月

7月1日（月） 社会を明るくする運動 母の会

7月2日（火） みなと障がい者福祉事業団理事会 福祉部

7月3日（水） 生活支援体制推進会議 福祉部

7月6日（土） 第4回町内清掃・町会会館清掃 環境衛生部

7月6日（土） 役員定例会 町会

7月6日（土） 大祓形代流し神事　港区神社総代会 町会

7月10日（水） 御穂鹿嶋神社月次祭 町会

7月11日（木） 芝浦港南地区クリーンアップ活動 町会

7月12日（金） 地域の方と遊ぼう会　芝浦幼稚園 町会

7月13日（土） 芝浦二丁目納涼盆踊り大会 町会

7月16日（火） 5団体連絡協議会 町会

7月17日（水） 芝浦会・芝浦一丁目サロン 芝浦会

7月17日（水） 防火防犯パトロール 防火防災部・防犯部

7月19日（金） 少年の非行防止母の会大会 母の会

7月19日（金） シーバンス夏祭り 町会

7月21日（日） ボウリング大会 青少年部

7月22日（月）
～26日（金）

ラジオ体操（前半） 町会

7月22日（月） 港地区配分推薦委員会 福祉部

7月27日（土） 芝浦まつり 町会

7月27日（土） 総務会 町会



　　　　令和1年8月

8月2日（金） 日の出桟橋にぎわい施設完成記念式典 町会

8月3日（土） 第5回町内清掃・町会会館清掃 環境衛生部

8月3日（土） 役員定例会 町会

8月3日（土） 海岸二・三丁目町会納涼盆踊り大会 町会

8月4日（日） 御穂鹿嶋神社BBQ 町会

8月4日（日） 子供納涼祭 青少年

8月7日（水） 東芝ビル夏祭り 町会

8月8日（木） 芝浦妙法稲荷神社創建記念祭 町会

8月9日（金） 運河祭り実行委員会 町会

8月20日（火） 5団体連絡協議会 町会

8月21日（水） 芝浦会・芝浦一丁目サロン 芝浦会

8月21日（水） 防火防犯パトロール 防火防災部・防犯部

8月26日（月）
～30日（金）

ラジオ体操（後半） 町会

8月31日（土） 総務会 町会

8月31日（土） 東港自治会夏祭り 町会

　　　　令和1年9月

9月4日（水） みなと障がい者福祉事業団理事会 福祉部

9月5日（木） 安全美化協議会 町会

9月6日（金） 本芝町会　企業様との懇親会 町会

9月7日（土） 第6回町内清掃・町会会館清掃 環境衛生部

9月7日（土） 役員定例会 町会

9月10日（火） 三田防犯協会役員会 町会

9月10日（火） 御穂鹿嶋神社月次祭 町会

9月13日（金） 秋の交通安全運動　町会・自治会長会議 町会

9月14日（土） 芝浦小学校こども祭り 町会

9月17日（火） 5団体連絡協議会 町会

9月18日（水） 芝浦会・芝浦一丁目サロン 芝浦会

9月18日（水） 防火防犯パトロール 防火防災部・防犯部

9月20日（金） 三田署交通安全キャンペーン 町会

9月21日（土）   みなと障がい者福祉事業団永年勤続表彰式 福祉部

9月22日（日） 秋のうどん会 文化部

9月26日（木） 仮称芝浦第二小学校検討委員会通学区域等分科会 町会

9月28日（土） 総務会 町会
9月29日（日　）
～9月30日
（月）

芝浦運河まつり 町会

9月21日（土）
～30日（月）

秋の交通安全運動 交通部



　　　　令和1年10月

10月1日（火） 交通テント撤収 交通部

10月3日（木） 汐濱会 町会

10月4日（金） 交通打上 交通部

10月5日（土） 第7回町内清掃・町会会館清掃 環境衛生部

10月5日（土） 役員定例会 町会

10月6日（日） 稲刈り体験 町会

10月10日（木） 御穂鹿嶋神社月次祭 町会

10月10日（木） 港区クリーンアップキャンペーン 町会

10月14日（月） グローバル・フロントタワー秋祭り 町会

10月15日（火） 5団体連絡協議会 町会

10月16日（水） 芝浦会・芝浦一丁目サロン 芝浦会

10月16日（水） 防火防犯パトロール 防火防災部・防犯部

10月19日（土） 芝浦会合同清掃 芝浦会

10月20日（日） 芝浦アイランド島祭り 町会

10月26日（土） 総務会 町会

10月27日（日） 港区防犯訓練 防火防災部

　　　　令和1年11月

11月2日（土） 第8回町内清掃・町会会館清掃 環境衛生部

11月2日（土） 役員定例会 町会

11月4日（月） あいぷらまつり 町会

11月5日（火） 仮称芝浦第二小学校検討委員会 町会

11月6日（水） 地域の方と遊ぼう会　芝浦幼稚園 町会

11月6日（水） 社会福祉法人港福会理事会 福祉部

11月10日（日） 芝浦会文化祭 芝浦会

11月14日（木） みなとタバコルールキャンペーン 町会

11月19日（火） 5団体連絡協議会 町会

11月20日（水）　 芝浦会・芝浦一丁目サロン 芝浦会

11月20日（水）　 防火防犯パトロール 防火防災部・防犯部

11月24日（日） 御穂鹿嶋神社新嘗祭 町会

11月30日（土） こども祭り実行委員会 町会

11月30日（土） 総務会 町会



　　　　令和1年12月

12月1日（日） 港区ハーフマラソン大会 町会

12月1日（日） 芝浦二丁目町会餅つき大会 町会

12月3日（火） 汐濱会 町会

12月3日（火） 福祉喫茶打合せ 福祉部

12月4日（水） 義士祭 町会

12月4日（水） 浜松町マルシェ 福祉部

12月7日（土） 餅つき準備 町会

12月7日（土） 第9回町内清掃・町会会館清掃 環境衛生部

12月7日（土） 役員定例会 町会

12月8日（日） 芝浦一丁目餅つき大会 町会

12月10日（火） 三田母の会支部長会議 母の会

12月10日（火） みなと障がい者理事会 福祉部

12月11日（水） 芝浦小学校委員会 町会

12月12日（木） 御穂鹿嶋神社月次祭 町会

12月15日(日） 餅つき片付け 町会

12月17日（火） 5団体連絡協議会 町会

12月18日（水） 芝浦会・芝浦一丁目サロン 芝浦会

12月21日（土）
～27日（金）

年末防火防犯パトロール 防火防災部・防犯部

12月22日（日） 海岸二・三丁目町会餅つき大会 町会

12月24日（火） 赤い羽根共同募金分配金検証 福祉部

12月28日（土） 総務会 町会

12月30日（月） 御穂鹿嶋神社大祓 町会

　　　　令和2年1月

1月3日（金） 御穂鹿嶋神社初詣・役員定例会 町会

1月5日（日） 成田山初詣 町会

1月10日（金） 港区新年会あいさつ交歓会 町会

1月15日（水） 芝浦会・芝浦一丁目サロン 芝浦会

1月15日（水） 防火防犯パトロール 防火防災部・防犯部

1月17日（金） 三田署新年会 町会

1月18日（土） 芝浦一丁目町会新年会 町会

1月19日（日） 御穂鹿嶋神社月次祭 町会

1月21日（火） 5団体連絡協議会 町会

1月21日（火） 港区神社総代会　 町会

1月25日（土） 総務会 町会

1月27日（月） 港区体育協会新年会 町会

1月27日（月） 東母連新年会 母の会

1月31日（金） 三田母の会新年会 母の会



　　　　令和2年2月

2月1日（土） 第10回町内清掃・町会会館清掃 環境衛生部

2月1日（土） 役員定例会 町会

2月1日（土） 港区青少年港南地区委員会新年会 町会

2月3日（月） 御穂鹿嶋神社節分祭 町会

2月7日（金） 芝浦妙法稲神社初午祭 町会

2月11日（火） 御穂鹿嶋神社紀元祭 町会

2月14日（金） 芝浦三・四丁目町会新年会 町会

2月15日（土） 太陽の子運営委員会 町会

2月17日（月） 芝浦小地区評議委員会 町会

2月18日（火） 5団体連絡協議会 町会

2月19日（水） 芝浦会・芝浦一丁目サロン 芝浦会

2月19日（水） 防火防犯パトロール 防火防災部・防犯部

2月22日（土） 太陽の子シーバンス運営委員会 町会

2月29日（土） 芝浦こども祭り実行委員会 町会

2月29日（土） 総務会 町会

　　　　令和2年3月

3月3日（火） 汐濱会 町会

3月7日（土） 役員定例会 町会

3月8日（日） 御穂鹿嶋神社稲荷祭 町会

3月28日（土） 会計報告 町会

3月28日（土） 芝浦一丁目こども祭り実行委員会 町会

3月28日（土） 総務会 町会


