
 

平成２６年度 三和地区社会福祉協議会 事業報告書 

１．会議等 

①役員会 

実施日 会  議   名 会   議      内      容 

４月２２日（火） 第１回役員会 １． 平成２５年度決算報告（案）について 

２． 平成２６年度予算（案）について 

３． 理事の選任（案）について 

４． 三和地区小域福祉ネットワーク規約改正

（案）について 

５． 総務会、理事会の内容について 

６． 三和地区社会福祉協議会旅費規程（案）に

ついて 

（会場：三和保健福祉センター） 

６月１９日（木） 第２回役員会 

 

１. 敬老会について 

２. 福祉バザーについて 

３. 三和地区社会福祉協議会費用弁償規定（案）

について 

４. 相談事業について 

５. 総務会、理事会の内容について 

（会場：三和保健福祉センター） 

１０月７日(火) 第３回役員会 

 

１. 三和コミュニティまつりについて 

２. たすけあい事業（日常生活支援事業）につ

いて 

（会場：三和保健福祉センター） 

１２月５日(金) 第４回役員会 

 

１. たすけあい事業（日常生活支援事業）の実

施について 

２. 福祉バザーの反省について 

３. 三和コミュニティまつりの反省について 

（会場：三和保健福祉センター） 

１月２９日（木） 第５回役員会 １. たすけあい事業（日常生活支援事業）につ

いて 

２. 相談事業について 

（会場：三和保健福祉センター） 

３月１０日（火） 第６回役員会 １． 平成２６年度事業報告（案）について 

２． 平成２６年度決算見込み（案）について 

３． 平成２７年度事業計画（案）について 

４． 平成２７年度予算（案）について 

（会場：三和保健福祉センター） 

②総務会 

実施日 会  議   名 会   議      内      容 

５月１０日（土） 第１回総務会 １. 平成２５年度決算報告（案）について 

２. 平成２６年度事業計画（案）について 

３. 平成２６年度予算（案）について 

４. 理事・総務・役員の選任（案）について 

５. 三和地区小域福祉ネットワーク規約改正

（案）について 

（会場：三和保健福祉センター） 



７月９日（水） 第２回総務会 １．敬老会について 

２．福祉バザーについて 

３．三和地区社会福祉協議会費用弁償規程（案）

について 

４．相談支援事業について 

（会場：三和保健福祉センター） 

１２月１２日（金） 第３回総務会 １． たすけあい事業（日常生活支援事業）の実

施について 

２． 福祉バザーの反省について 

３． 三和コミュニティまつりの反省について 

４． 理事会の内容について 

（会場：三和保健福祉センター） 

３月１５日（日） 第４回総務会 １． 平成２６年度事業報告（案）について 

２． 平成２６年度決算見込み（案）について 

３． 平成２７年度事業計画（案）について 

４． 平成２７年度予算（案）について 

（会場：三和保健福祉センター） 

 

③理事会 

実施日 会  議   名 会   議      内      容 

５月１７日（土） 

 

第１回理事会 

 

懇談会（理事会終了後） 

１． 平成２５年度決算報告（案）について 

２． 平成２６年度事業計画（案）について 

３． 平成２６年度予算（案）について 

４． 理事・総務・役員の選任（案）について 

（会場：三和保健福祉センター） 

８月３日(土) 第２回理事会 

 

１.平成２６年度敬老会について 

２.平成２６年度福祉バザーについて 

（会場：三和コミュニティセンター） 

１月３１日（土） 臨時理事会 １．「たすけあい三和」（日常生活支援事業）に

ついて 

２．相談事業について 

３．任期満了に伴う理事の選任について 

（会場：三和コミュニティセンター） 

３月２２日（日） 第３回理事会 １． 平成２６年度事業報告（案）について 

２． 平成２６年度決算見込み（案）について 

３． 平成２７年度事業計画（案）について 

４． 平成２７年度予算（案）について 

（会場：三和保健福祉センター） 

 

２．事業部会 

①部会会議 

実施日 会  議   名 会  議  内  容 

６月２２日（土） 第１回事業部会 

 

１.部会（各事業）の進め方について 

（会場：三和保健福祉センター） 

 

 



 

②たすけあい事業 

実施日 事   業   名 事      業      内      容 

通年 たすけあい事業会議 

（詳細は別紙１（Ｐ２４）のとおり） 

日常生活支援事業実施に向けた会議 

 

４月１０日（木） 

～５月３１（土） 

たすけあい事業「聞き取り調

査」を実施（市西・養老） 

民生委員により、独居高齢者及び高齢者世帯を

対象にたすけあい事業における希望サービス

の聞き取り調査を行った。 

 回答：７５戸（市西：４７戸、養老：２８戸） 

８月１６日（土） 福祉バザー説明会 ・三和地区町会長会議時に各町会長へ福祉バザ

ーへの協力依頼 

（会場:三和コミュニティセンター） 

１０月２７日（月） 

～１０月３１日（金） 

福祉バザー物品受け取り 役員が交代で町会からのバザー物品の受け取

りを行った。 

（会場：三和支所会議室） 

１１月１日(土) 

 

福祉バザー会場準備 福祉バザー会場設営・値付け等 

（会場:三和コミュニティセンター） 

１１月２日(日) 

 

 

福祉バザー 

 

寄付物品販売等（合計 318,162円） 

（内訳：売上 264,593円、寄付金 53,569円） 

（会場：三和コミュニティセンター） 

 

③サロン事業 

実施日 事   業   名 事      業      内      容 

通年 子育てサロン 

（詳細は別紙２（Ｐ２６）のとおり） 

・子育てに対する疑問や悩みを解消するとと

もに地域での仲間作りを目的に実施  

・実施回数１０回（１月、８月を除く第２水

曜日に実施） 

会場：三和保健福祉センター 

 ※５・１０月は三和コミュニティセンター 

会食会 

（詳細は別紙３（Ｐ２７）のとおり） 

・仲間づくり・ふれあいの場を提供し閉じこ

もりのない生活が送れることを目的に実施。  

・実施回数２４回 （第２・４土曜日に実施）

（会場：光風台自治会館） 

茶話会 

（詳細は別紙４（Ｐ２８）のとおり） 

・仲間づくり・ふれあいの場を提供し閉じこ 

もりのない生活が送れることを目的に実施。 

・市西地区（新堀公民館）[実施回数３回]  

・養老地区（土宇公民館）[実施回数３回] 

・海上地区（分目自治会館）[実施回数３回] 

・光風台地区（光風台自治会館）[実施回数３

回] 



④広報事業 

実施日 事   業   名 事      業      内      容 

６月２７日(金) 第１回広報事業会議 １．第３号「さわかぜ」発行について 

７月１１日(金) 第２回広報事業会議 １．記事等の校正について  

（会場：三和保健福祉センター） 

７月１８日（金） 第３回広報事業会議 １．記事等の校正について 

（会場：三和保健福祉センター） 

７月２５日（金） 第４回広報事業会議 １．印刷作業 

（会場：市原市社会福祉協議会） 

８月１日(金) 第３号「さわかぜ」発行  

１２月１９日（金） 第５回広報事業会議 １．第４号「さわかぜ」発行について 

２．記事等の校正について 

（会場：三和保健福祉センター） 

１月９日（金） 第６回広報事業会議 １．記事等の校正について 

（会場：三和保健福祉センター） 

１月１６日（金） 第７回広報事業会議 １．記事等の校正について 

（会場：三和保健福祉センター） 

１月３０日（金） 第８回広報事業会議 １．印刷作業 

（会場：市原市社会福祉協議会） 

２月１日（土） 第４号「さわかぜ」発行  

 

⑤研修事業 

実施日 事   業   名 事      業      内      容 

７月５日(土) 

 

第１回研修事業会議 １．平成２６年度の研修事業について 

（会場:三和保健福祉センター） 

１月３１日(土) 

 

理事研修 ・認知症サポーター養成研修 

（講師：包括ひまわり戸田センター長） 

（会場:三和コミュニティセンター） 

 

⑥敬老会事業 

実施日 事   業   名 事      業      内      容 

７月１日(土)  敬老会事業会議 １．敬老会事業の進め方について 

７月１２日（土） 敬老会事業説明会 

 

・三和地区町会長会議時に各町会長へ敬老会

事業について説明、依頼 

（会場:三和コミュニティセンター） 

９月１４日(日)～ 

 １１月２３日（日） 

三和地区敬老会 

（詳細は別紙５（Ｐ２９）のとおり） 

・町会ごとに町会の公民館等で敬老会を実施 



１２月１６日（火） 敬老会事業反省会 

 

 

１．敬老会の実施報告について 

２．敬老会事業に関する意見募集の回答につ

いて 

（会場:三和保健福祉センター） 

 

３．ネットワーク部会 

①部会会議 

実施日 会  議   名 会  議  内  容 

４月１６日(水) 第１回ネットワーク部会 １.各小学校区の取り組み状況について 

２.協力員制度について 

（会場：三和保健福祉センター） 

８月１７日（日） 第２回ネットワーク部会 １.各小学校区の取り組み状況について 

２.たすけあい事業について 

（会場：三和保健福祉センター） 

２月７日（土） 第３回ネットワーク部会 １.各小学校区の取り組み状況について 

２.たすけあい事業について 

（会場：三和保健福祉センター） 

 

②小域福祉ネットワーク 

実施日 事   業   名 事      業      内      容 

通年 小域福祉ネットワーク事業 

（４小学校区） 

・市西小学校区 

（推進会議開催５回、役員会８回） 

・養老小学校区 

（推進会議開催６回、役員会８回） 

・海上小学校区 

（推進会議開催３回、役員会２回）  

・光風台小学校区 

（推進会議開催５回、役員会７回） 

 

４．自主事業 

実施日 事   業   名 事      業      内      容 

１１月８日(土) 

 

三和コミュニティまつり出店

準備 

会場設営等 

（会場:三和コミュニティセンター） 

１１月９日(日) 

 

三和コミュニティまつり出店 ・秋刀魚焼き 

・コーヒー・蒸しパン 

（売上：45,708円） 

（会場:三和コミュニティセンター） 

 



５．外部研修会 

実施日 研  修   名 参加人数 

８月２３日(日) 

 

「いちはら相談支援事業」活動支援者養成講座（基礎編） 

会場：市原市社会福祉協議会 

   ４名 

３月９日（月） 市原市地域福祉関係者合同研修会 

会場：市原市市民会館 

   ２名 

 

 

 

 

 


