
 
 
平成２５年度事業報告書 
 
会館管理部 １ 会館使用料及び家賃の集金業務 
      ２ 会館修繕業務 
      ３ 会館維持の必要消耗品購入 
      ４ 会館諸設備の整理 
 
総務部   １ 町会新年会、毎月役員会、総会開催 
      ２ 役員忘年懇親会開催 
 
敬神会   １ 新年顔合わせ会 
      ２ 節分祭に参加 
 
防犯部   １ 蔵前防犯交通顔合わせ会、蔵前防犯協会定期総会出席 
      ２ 春、秋防犯運動実施 防犯、防火パトロール、歳末夜警実施 
 
文化厚生部 １ 夏のラジオ体操会主催、寿地区芸能大会参加 
      ２ 敬老の日敬老品贈呈  
 
交通部   １ 蔵前防犯交通新年顔合わせ会出席 
      ２ 春、秋交通安全運動実施 
 
防火部   １ 春、秋の火災予防推進説明会、 

浅草防火協会,消防関係団体顔合わせ会出席 
      ２ 春、秋の火災防止運動実施 防犯防火パトロール、歳末夜警実施 
 
祭典部   １ 祭礼に伴う警察、消防合同会議出席 
      ２ 祭礼に伴い町会役員睦会合同打合せ会実施 
      ３ 大祭、鉢洗い、水上祭実施 
      ４ 町内各葬儀手伝い 
 
青少年部  １ 夏のイベント「ザ東三筋」、町内餅つき大会実施 
      ２ 防犯防火パトロール実施 
      ３ 町会ホームページの管理運営 
 
女性部   １ 女性部新年会、毎月 15 日女性部役員会、女性部旅行会実施 
      ２ 毎月第２(火)AM8:30~廃品回収実施 
      ３ 町内各事業お手伝い 
 
ことぶき会 １ 新年会、総会の開催 
      ２ 町会活動のお手伝い、各種健康の集まり実施     
 
防災団   １ 防災の日訓練参加 
      ２ 年末夜警参加 
 
その他   １ 台東区新年交歓会、連合町会新年交歓会出席 
      ２ 連合町会毎月役員会出席、区政運営協力会出席   
 
 
 



 
平成２５度町会行事報告書（２）                        （ ）内は出席人数 

 
１月 １日 鳥越神社 初詣祭             鳥越神社     （７） 

    ５日 町会新年会                浅草 大長   （２６） 
    ７日 台東区新年会               台東区役所１０Ｆ 
   １１日 敬神会新年会               鳥越神社社務所  （４） 
   １７日 寿地区新年交歓会             浅草ビューホテル （６） 
   ２７日 ことぶき会新年交歓会           三筋老人福祉会館（２５） 

２９日 台東区老連新年会             浅草ビューホテル （３） 
   ３０日 消防関係団体合同新年顔合わせ会      浅草ビューホテル （４） 
２月 ３日 鳥越神社 節分祭             鳥越神社    （１０） 
   ３日 町会女性部発顔合わせ会          東天紅     （１５） 

１２日 町会定例役員会              東三筋会館   （１８） 
１０日 定例脳活談笑会               東三筋会館   （１１） 
２８日 ふれあい連絡会              西三筋会館    （３） 

３月 １～７日 春の防火運動             東三筋町内   （多数） 
  １１日 町会監査会                大新       （７） 
  ２３日 防犯打合せ会               方記餃子     （７） 

   ２６日 町会 総会                東三筋会館   （３０） 
 ４月 ６～１５日 交通安全週間             東三筋会館   （多数） 
   ８日 町会定例役員会              東三筋会館   （２２） 
  １０日 定例脳活談笑会               東三筋会館    （８） 

２１日 女性部総会                東三筋会館   （２２） 
     ２４日 交通部会                 東三筋会館    （７） 

５月２０日 町会定例役員会              東三筋会館   （２５） 
２７日 ３町会防犯会議              西三筋会館    （６） 

  ３０日 防火協会総会               浅草ビューホテル （３） 
６月 ３日 町会・睦会打合せ会            東三筋会館   （３６） 
   ７～９日 祭礼                 東三筋町内   （多数） 
  １０日 鉢洗い                  浅草 大長   （２５） 
  １６日 町会安全ﾏｯﾌﾟ製作             東三筋会館   （１２） 
   １８日 町会定例役員会              東三筋会館   （２６） 

２３日 ことぶき会総会              三筋老人福祉会館（２８） 
２５日 定例脳活談笑会              東三筋会館    （８） 

７月 １日 水上祭                  隅田川     （２５） 
   ２日 ３町会防犯会議              西三筋会館    （６） 
  ２１日～８月６日 夏季ラジオ体操         東三筋会館前  （多数） 

  ８月 ５日 町会定例役員会              東三筋会館   （２５） 
９日 ３町会防犯会議              東三筋会館    （６） 

２０日 防災訓練打合せ会             ひまわり会館   （３） 
２１日 女性部総会                東三筋会館   （２２） 
２７日 区老連寿支部芸能大会           寿区民館    （１０） 
２７日 ふれあい連絡会              西三筋会館    （４） 

９月 ４日 区長ふれ合い懇親会（区政運営協力の会）  浅草ビューホテル （１） 
   ９日 防災訓練                 蔵前小学校   （２５） 

９日 町会定例役員会              東三筋会館   （２４） 
１２日 敬老祝品配布               東三筋町内    （６） 
２２日 当会（老人の日の集い）           三筋老人福祉館 （２８） 
２１～３０日 交通安全週間            東三筋会館   （多数） 

１０月  ７日 防犯連絡会                蔵前小学校   （１０） 
７日 町会定例役員会              東三筋会館   （１８） 

１２日 交通部会                 東三筋会館    （７） 
１５．１７日「寿作品展示会」            台東区役所１０Ｆ（２０） 

   ２３日 敬神会総会                白鳥会館     （４） 
１１月 ８日 区長ふれあい懇談会            寿区民館     （２） 

９～１５日秋の火災予防運動           東三筋会館   （多数） 
   １１日 区老連寿支部芸能大会           浅草公会堂   （１１） 
   １８日 睦会 100 年                東天紅      （３） 

２２日 寿地区芸能大会              浅草公会堂   （多数） 
２３日 青ﾊﾟﾄ講習会                台東区役所   （１０） 

   ２４日 女性部役員忘年会             き久鮨     （１３） 
３０日 町会懇親会                東三筋会館   （３５） 

１２月 ８日 もちつき大会               東三筋会館前  （多数） 
   ２２日 ４町会防犯会議              方記餃子    （１０） 

２７～２８日 夜警                町内廻り    （多数） 
                 


