
２０１７年度（２０１６年１２月～２０１７年１１月）  地区活動報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年11月18日 地区・ブロック合同幹事会 
2016年11月18日 連合の日 駅頭行動 
2016年12月 2日 地区・ブロック合同幹事総会 
2016年12月27日 連合の日 駅頭行動 
2017年01月24日 政策制度回答会議 
2017年01月24日 地区・ブロック合同幹事会 
2017年01月24日 地区・ブロック合同新春の集い 
2017年01月31日 連合の日 駅頭行動 
2017年02月21日 連合の日 駅頭行動 
2017年03月28日 地区・ブロック合同幹事会 

2017年03月29日 クラシノソコアゲ応援団 

2017年04月20日 連合の日 駅頭行動 
2017年05月23日 連合の日 駅頭行動 
2017年05月23日 地区・ブロック合同幹事会 
2017年06月19日 連合の日 駅頭行動 
2017年06月29日 地区・ブロック合同拡大幹事会 

2017年07月19日 連合の日 駅頭行動 
2017年07月31日 地区三役会議 
2017年08月03日 地区・ブロック合同幹事会 
2017年08月07日 ピースウイーク行動 
2017年08月24日 川崎地区政策懇談会 
2017年09月20日 連合の日 駅頭行動 
2017年09月24日 川崎区美化活動 
2017年10月05日 対区政策制度要求申入 
2017年10月05日 地区・ブロック合同幹事会 
 

介護セミナー 

政策制度要請会議 

新春のつどい 

2016年11月22日 地区・ブロック合同幹事会 
2016年11月22日 連合の日 駅頭行動 
2016年12月02日 連合の日 駅頭行動 
2017年12月16日 地区総会 
2017年01月22,23日 総括会議 
2017年01月31日 連合の日 駅頭行動 

2017年02月07日 政策制度回答会議 

2017年02月21日 クラシノソコアゲ応援団 
2017年03月23日 連合の日 駅頭行動 

2017年04月08日 BBQ 交流会 
2017年04月20日 連合の日 駅頭行動 
2017年05月29日 連合の日 駅頭行動 
2017年06月20日 連合の日 駅頭行動 
2017年06月27日 ボウリング大会 
2017年07月18日 連合の日 駅頭行動 

2017年08月07日 ピースウイーク行動 

2017年08月24日 
中央・大師・田島 
合同政策懇談会 

2017年09月16日 なし狩り交流会 
2017年09月24日 川崎市統一美化活動 
2017年09月27日 連合の日 駅頭行動 

 

ＢＢＱ交流会 

ボウリング大会 

なし狩り交流会 
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2016年11月18日 田島地区・ブロック合同幹事会 

2016年11月18日 連合の日 駅頭行動 

2016年12月09日 もちつき大会/総会/忘年会 

2016年12月27日 連合の日 駅頭行動 

2017年01月31日 連合の日 駅頭行動 
2017年02月02日 田島支所政策制度回答会議 
2017年02月21日 連合の日 駅頭行動 
2017年02月24日 幹事会/春闘情報交換会 

2017年03月12日 田島クリーンアップ大作戦 

2017年03月29日 クラシノソコアゲ応援団 

2017年04月16､17日 田島合同春闘総括報告会 

2017年04月20日 連合の日 駅頭行動 

2017年05月23日 連合の日 駅頭行動 
2017年06月19日 連合の日 駅頭行動 
2017年07月12日 田島地区・ブロック合同幹事会 
2017年07月19日 連合の日 駅頭行動 
2017年08月07日 ピースウイーク行動 
2017年08月10日 田島合同納涼会 
2017年09月07日 田島支所政策制度要請会議 
2017年09月20日 連合の日 駅頭行動 
2017年09月24日 川崎クリーンアップ大作戦 
2017年10月04日 田島合同役員選考委員会 
 

餅つき大会 

クリーンアップ大作戦（田島・川崎） 

田島支所）政策・制度回答/要請

会議 

2016年11月15 日 地区・ブロック合同幹事会 

2016年11月15 日 連合の日 駅頭行動 

2016年12月21 日 地区・ブロック合同幹事会 

2016年12月21 日 連合の日 駅頭行動 

2017年01月17 日 連合の日 駅頭行動 

2017年02月17 日 政策制度回答会議 

2017年02月21 日 クラシノソコアゲ応援団 

2017年03月13 日 連合の日 駅頭行動 

2017年04月24 日 連合の日 駅頭行動 

2017年05月23 日 連合の日 駅頭行動 

2017年06月20 日 連合の日 駅頭行動 

2017年07月21 日 連合の日 駅頭行動 

2017年08月07 日 ピースウイーク行動 

2017年09月25 日 連合の日 駅頭行動 

2017年10月17 日 連合の日 駅頭行動 

 

対区要請会議 

ボウリング大会 

清掃活動の様子 

市民と働く者のフェスタ 
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2016年11月15 日 地区・ブロック合同役員会 
2016年11月15 日 連合の日 駅頭行動 
2016年11月18日～ 

19日 
中原地区・ブロック拡大幹事会 
（富士重工業(株)群馬製作所） 

2016年12月05 日 地区・ブロック合同役員会 
2016年12月05 日 連合の日 駅頭行動 
2016年12月09日 中原地区・ブロック合同総会 

2017年01月17 日 地区・ブロック合同役員会 
2017年01月17 日 連合の日 駅頭行動 
2017年02月09 日 政策制度回答会議（中原区） 
2017年02月14 日 地区・ブロック合同役員会 
2017年02月14 日 連合の日 駅頭行動 

2017年03月28 日 地区・ブロック合同役員会 

2017年03月28 日 連合の日 駅頭行動 
2017年04月10 日 地区・ブロック合同役員会 
2017年04月10 日 クラシノソコアゲ応援団（溝の口） 
2017年05月22 日 地区・ブロック合同役員会 
2017年05月22 日 連合の日 駅頭行動 

2017年06月22 日 地区・ブロック合同役員会 
2017年06月22 日 連合の日 駅頭行動 
2017年07月18 日 地区・ブロック合同役員会 
2017年07月18 日 連合の日 駅頭行動 
2017年09月05 日 地区・ブロック合同役員会 
2017年09月05 日 連合の日 駅頭行動 

 

中原地区合同拡大幹事会（群馬） 

地区・ブロック合同総会 

 

政策制度要求(中原区) 

連合の日の後、信開副議長送別懇親

会 

 

2016年11月22日 地区・ブロック合同幹事会 

2016年12月14日 連合の日 駅頭行動 

2016年12月22日 北部4区政策要請回答会議 

2016年12月22日 地区・ブロック合同総会・懇親会 

2017年 1月25日 連合の日 駅頭行動 

2017年2月 6日 連合の日 駅頭行動 (悪天候中止) 

2017年3月10日 連合の日 駅頭行動 

2017年4月10日 クラシノソコアゲ応援団 (溝口駅前) 

2017年5月18日 連合の日 駅頭行動 

2017年5月30日 地区・ブロック合同幹事会 

2017年6月 5日 北部4区主要施策・予算説明会 

2017年6月15日 連合の日 駅頭行動 

2017年7月11日 連合の日 駅頭行動 

2017年7月29日 市民と働く者のフェスタ2017 

2017年8月 7日 ピースウイーク行動 (台風中止) 

2017年8月30日 北部4区政策要請会議 

2017年9月 6日 地区・ブロック合同役員会議 

2017年9月18日～ 
19日 

地区・ブロック合同拡大幹事会 

2017年9月24日 市内統一美化活動 (溝口駅前) 

 

北部 4区政策要請会議 

北部 4区主要施策予算説明会 

市内統一美化活動(溝口駅前) 

地区・ブロック合同拡大幹事会 


