
項目 細目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2   町内一斉清掃

　廃品回収→中止 ふれあい食事会→中止 14 盆踊り・夜店→中止 敬老の日行事(日未定) 文化財講座 クリスマス会(子ども会) 7 どんど焼き 11上田神社神事 お別れ会（子ども会）

16 会式（行燈のみ実施） 11 神事・子ども神輿

18 秋葉祭　　25 天神祭 下旬　ｶｰﾌﾞﾐﾗｰの清掃 下旬 廃品回収(子ども会) 第二回ふれあい食事会 20 年末防犯活動

30 粗大ゴミ収集

3 櫲樟尾神社春の大祭 2 墓地清掃 2 神宮神田抜穂祭 文化財講座 1 櫲樟尾神社歳旦祭 3櫲樟尾神社節分祭 

4 神宮神田下種祭 御田植式→中止 18 児童公園清掃→中止 14・15 盆踊り→中止 20 敬老会→中止 防災訓練 クリスマス会（子ども会）

24家田地蔵尊大祭 15 灯ろう流し→中止 廃品回収（子ども会） 17 櫲樟尾神社神事 五十鈴川美化清掃

　廃品回収→中止 23 会　　式 　→中止  下旬　ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ清掃 23 櫲樟尾神社秋大祭 31櫲樟尾神社大晦日 17 里神楽「萬歳楽」 廃品回収（子ども会）

23 粗大ごみ収集 　　どんど火 17子どもみこし(子供会)

上旬　夏祭り（子ども会）

30　粗大ゴミ収集 下旬　ｶｰﾌﾞﾐﾗｰの清掃 中旬　草刈り クリスマス会(子ども会) おたのしみ会（子ども会） 下旬　子ども会総会

中旬　草刈り・剪定

1 老人会出合い 1　老人会出合い 平尾神社祭典 1 老人会出合い 朝熊小菜出荷組合総会

老人会出合い（花見） 1　老人会出合い 26  町内総出合い 　精霊送り 22　 敬老の日招待 1 老人会出合い 高齢者ふれあい食事会 山の神かがり火   町総会 高齢者ふれあい食事会

12  町総会 　子ども会遠足 高齢者ふれあい食事会 高齢者ふれあい食事会 朝熊小菜出荷組合総会 子の日かがり火 高齢者ふれあい食事会

30  粗大ごみ収集 下旬　ｶｰﾌﾞﾐﾗｰの清掃 子ども会（クリスマス会） 高齢者ふれあい食事会

大晦日　焚き火

墓地一斉清掃 三法寺及び周辺清掃 町内一斉清掃 墓地一斉清掃

区有林一斉清掃→中止 町内一斉清掃→中止 防災訓練→中止 墓地一斉清掃→延期 町内一斉清掃 敬老会 廃品回収（子ども会） 区有林一斉清掃 墓地一斉清掃 廃品回収（子ども会） 町民総会

三法寺及び周辺清掃 区有林一斉清掃 盆踊り→中止 墓地一斉清掃 ハロウィン(子ども会) あさまフェスタ→中止 クリスマス会（子ども会） 子ども会総会

　　　　　　　　→延期 廃品回収（子ども会） 盆踊り模擬店（子ども会） バス旅行（子ども会） 25 粗大ごみ収集

　　　　　　　　　　→中止 ｶｰﾌﾞﾐﾗｰの清掃・点検

朝熊ごはん会→中止 すこやか教室→中止 5  大般若経祈祷会 神社墓地清掃 夏祭り→中止 上旬廃品回収(子ども会) 　敬老会 　秋祭り→中止 相生神社大晦日祭典 １ 元旦祭典 廃品回収(子ども会) 町総会

朝熊ごはん会→中止        （永松寺）芒種の日 すこやか教室→中止 祝及び供養提灯献灯 神社墓地清掃 　防災講話 　上旬　文化祭 相生神社どんどん火 山ノ神祭典 町内一斉防災訓練

14 廃品回収 河原地蔵祭典 八幡社祭典　　　神送り 　自主防災隊班員訓練 17　廃品回収 箕曲瀬社・相生神社祭典 すこやか教室→中止

14 神社墓地清掃 相生神社祭典 下旬ｶｰﾌﾞﾐﾗｰの清掃 25 粗大ごみ回収 すこやか教室→中止 どんど火(ね火)

　 朝熊ごはん会 朝熊ごはん会 朝熊ごはん会 朝熊ごはん会 　朝熊ごはん会 朝熊ごはん会 朝熊ごはん会 朝熊ごはん会 朝熊ごはん会 朝熊ごはん会

映画上映 映画上映    映画上映 映画上映 映画上映 映画上映 　映画上映 映画上映 映画上映 映画上映 映画上映

3 愛宕神社代参（松阪） 定期総会(書面議決) 17 町内清掃 防災講習会→中止 自然探索会（ﾒﾀﾞｶ）→中止 敬老会→中止 24 町内清掃 15 鹿海神社秋季祭典 山の神 １  鹿海神社新春祭典 11 鹿海神社春季祭典 町役員選挙

15 盆踊り→中止 下旬　ｶｰﾌﾞﾐﾗｰの清掃 15 町民運動会 15 左義長（どんど焼）

自然探索会・蛍→中止 22 会式・民謡踊り→中止     自主防災訓練

30 粗大ごみ収集

項目 細目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
入園式 3  運動会 卒園式

6 始業式・着任式 27～31　個別懇談会 6  夏休み前集会 5   PTA奉仕作業 9 　前期終業式 7  作品展・学校公開 6～7  修学旅行 7  冬休み明け集会 5  新入児保護者説明会 19  卒業証書授与式

7 入学式 【8/7～8/23 夏季休業日】 19 運動会  (20 予備日) 12 後期始業式 9  振替休業日 25 冬休み前集会 20 五十鈴中・入学説明会25　修了式、離任式

24 夏休み明け集会 26～　学年末休業日
7 始業式 9,10 中体連→中止 6/1～　部活動再開 7 　3年進路説明会 3～7午後  保護者懇談会 2  体育祭（午前) 6～8　修学旅行 3 県立高前期選抜試験  5  卒業証書授与式

8 入学式 9　 3年実力テスト① 8   3年実力テスト②  【8/8～8/23夏季休業日】　 25　文化祭 4         〃 10 県立高後期選抜試験

14  中間テスト(全学年) 8,9  伊勢度会陸上大会 25　修了式、離任式

みんなで朝熊岳→中止 源氏蛍見学会→中止 5  ふれあいウォーキング 14 ふれあいウォーキング

四郷地区納涼祭→中止 四郷町民運動会→中止 クリーンウォーキング  お伊勢さんマラソン すぼしん発行

　　　　　　　　　→中　止

コミセンだより21号発行 児童作品展 前期コミセンだより発行 園児作品展 プロの料理教室 国際交流会 後期コミセンだより発行

企画展➀ 企画展②

成人学習講座 (中村町) 成人学習講座 (楠部町) 成人学習講座(朝熊・委) 館外(県外)研修

あさまフェスタ→中止　　　　

まち協だより14号発行 総会(書面議決) まちづくり食堂→中止 イベントカレンダー発行 四郷地区納涼祭→中止 四郷町民運動会→中止 ソフトボール大会→中止 文化財講座(中村町) 文化財講座(楠部町) ふれあい餅つき大会 研修視察 絆の森ｳｫ-ｸﾗﾘｰ

下旬　臨時号発行 自然探索会（ﾒﾀﾞｶ）→中止 メリット交換等通信訓練 　　　　　　　　　　→中止

防災アンケート実施 グラウンドゴルフ大会 まち協だより第15号発行

簡易無線機運用講習会 カーブミラー清掃・点検 市指定文化財等チラシ

　　　　　　　　　　の発行

メリット交換等通信訓練

【お願い】各行事の開催の有無については、その都度、関係機関の情報でご確認ください。　　 　　　　 【その他行事】１０月開催予定の『伊勢まつり』は中止、『初穂曳』は奉曳自粛となりました。

23 スキー・スノボー
　　　　　　日帰りツアー

こども園

四郷地区まちづくり協議会事務局（多田会長・岡田事務局長：65-6781）

関連連絡先
　一覧表

中村町自治会（今村 実 会長：24-3451） 緑が丘町内会（新谷 環 会長：23-0852） 朝熊町委員会（濱口 善隆 区長：29-5736） 鹿海町自治会（下野 功純 区長：25-0455）

楠部町自治会（奥野 文生 会長：24-3311） 一宇田町町内会（松本 鉄夫 会長：22-2225） 朝熊町自治会（羽柴 忠生 区長：22-3452） コミセン事務局（四郷支所：中村支所長22-2576）

四郷小学校（22-3397）　　　　　　　五十鈴中学校(24-4888)
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　　　　　　　※臨時休校　4/15～5/31   【12/26～1/6　冬季休業日】

【12/26～1/5　冬季休業日】　　　　　　　※臨時休校　4/15～5/31   

        2020年度 四郷地区年間イベントカレンダー   　　　　　　　　　発行：四郷地区まちづくり協議会
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