
令和３年度　牛牧区年間事業予定　
2021/6/25

月

4日 役員総会 4日 水神祭 4日 公会堂・蔵屋根清掃 4日 井端見回り・水神祭

金比羅祭　十王25 上旬 環境保全会議 年間を通して

決算監査会 春季例祭 夕祭 中北4-2 上旬 R3工事箇所確認 中旬 全部員会 ◎街頭指導

常会長会 11日 春季例祭 本祭 中北4-2 18日 区山大境界確認 一般ごみ

25日 決算審議会 河川清掃現地確認

9日 山作業下見 9日 環境の日

17日 常会長会 16日 一般ごみ

中旬 舗装修繕箇所確認 中旬 サツマイモ畑準備

22日 大島山児童公園草刈 23日 神社周辺草刈 23日 春の山作業 22日 大島山児童公園草刈

30日 春の山作業予備日

区議会 6日 河川清掃 上旬 全部員会 6日 サツマイモ苗植付け 6日 線引・ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ清掃

17日 常会長会 13日 一般ゴミ

19日 ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ場草刈 19日 (ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ場草刈)

下旬 本館クップ予選リーグ

(桜ｱﾒｼﾛ駆除) 4日 陰木除去 上旬 サツマイモ畑除草

17日 常会長会 11日 津島祭　中山20 一般ごみ 11日 マレットゴルフ大会

「育樹祭」町主催 虫干し 井端草刈

(ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ場上） 明永寺墓草刈

24日 区宝物、古文書虫干し 25日 茸山テープ張り 下旬 夏休み子供会 下旬 夏の交通安全運動

区議会 上旬 虫干し・草刈 上旬 全部員会

15日 戦没者追悼式 8日 一般ごみ

17日 常会長会 16日 盆野球 18日 灯篭流し交通整理

22日 風祭り　中山21 下旬 ﾋﾔﾘﾝｸﾞ準備 下旬 サツマイモ畑除草

31日 茸山入金

4日 大島山児童公園草刈 5日 公会堂、伝承館周辺草刈 4日 大島山児童公園草刈

5日 地震総合防災訓練 12日 山作業下見 12日 一般ごみ 18日 マレットコルフ場草刈

17日 常会長会 19日 区民スポーツ大会

18日 (マレットゴルフ場草刈) 25日 秋季例祭 夕祭 中北5

下旬 まちづくり懇談会 26日 秋季例祭 本祭 中北5 26日 秋季例祭（山の神） 下旬 秋の交通安全運動
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交通事故の状況に
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20日 春の交通安全運動

中旬 北部竜東氏子総
代会
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区総務関係 神社関係 管理委員会 環境委員会 公民館 育成会



令和３年度　牛牧区年間事業予定　
月

2日 ふれあい敬老祭 3日 幣束収め 2日 ふれあい敬老祭 2日 ふれあい敬老祭

中旬 上期中間監査会 10日 裏山整備・草刈 10日 秋の山作業 10日 一般ごみ 10日 サツマイモ収穫

17日 常会長会 17日 山作業予備日 17日 井端草刈

24日 山作業不参者整理 中旬 R3年度工事箇所確認

下旬 上期決算審議会

7日 環境の日・里道作り

中旬 地区計画ﾋﾔﾘﾝｸﾞ 14日 一般ごみ

13日 中旬 地区計画ﾋﾔﾘﾝｸﾞ 13日

14日 中旬 町除雪対策会議 14日

17日 常会長会 21日 新穀感謝祭 宮沢22-1 下旬 区除雪対策会議 21日 本やりご神木迎え 21日 町内駅伝大会交通整理

28日 有害ごみ収集

上旬 お練り祭り打合せ 5日 秋葉祭　十王26-1　 上旬 全部員会

上旬 御神木見立て 12日 一般ごみ 12日 おやす作り講習会

17日 常会長会 19日 大祓い祭

28日 大縄作り

30日 開扉祭準備

1日 元旦祭 開扉祭男:宮里、女:旭町 1日 二年詣り片付け 上旬 冬休み子供会

3日 開扉祭片付け 元旦祭 8日 門松集め

3日 開扉祭方付け 16日 一般ごみ 16日 分館ペタンク大会 9日 本やり

17日 常会長会

30日 交通安全住民大会 下旬 環境保全会議 30日 交通安全住民大会

中旬 仏名会 厄除け祈願祭 6日 本館ペタンク大会

11日 六社合同建国祭 13日 一般ごみ 20日 そば打ち体験

20日 御神木伐採の儀 20日 公会堂・伝承館立木整理 20日 そば打ち体験

下旬 PTAとの反省会

上旬 新常会長会 6日 御神木里曳・建立 上旬 全部員会 上旬 6年生を送る会

上旬 新旧役員引継会 神社庁飯伊連合大会 13日 一般ごみ

17日 常会長会 （分館報は区HPへ）

中旬 予算審議会 入学祈願祭 20日 里道作り

下旬 お練り祭り奉賛
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