
平成２９年度 事業報告 

 

月 日（曜日） 事業内容（主な内容） スタッフ数 会 場 

４ ４（火） 第１回 役員会 

・平成２９年度 事業計画及び予算（案）について 

・平成２９年度 賛助会員募集について   その他 

９名 なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

１１（火） ふれあいいきいきサロン 食事サービス 実行委員会 

・平成２９年度 事業計画について 

・緊急時の連絡網、連絡先の確認について  その他 

３５名 なのはな館 

１階 会議室 

２３（日） 会計監査 

・平成２８年度 決算内容の確認→承認   その他 

６名 なのはな館・ボラ

ンティアルーム 

２９（土） ふれあい子育てサロン のびのびキッズ 

・子供フェスタ（開講式）⇒参加者・親子で２５名 

２４名 

 

南総公民館 

２階 会議室 

５ ２（火） 第２回 役員会 

・平成２８年度 事業報告及び会計報告について 

・第１回 定例理事会提出議案について   その他 

９名 なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

１０（水） 第１回 定例理事会 

・第１回 評議員会提出議案について 

・第１回 評議員会役割分担について    その他 

１２名 なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

１９（金） ふれあいいきいきサロン 食事サービス 

・講演会「振り込め詐欺」について  参加者５５名 

２３名 南総公民館 

２階 会議室 

２１（日） 第１回 評議員会 

・平成２８年度 事業報告及び会計報告について 

・会計監査報告について 

・平成２９年度 事業計画及び予算（案）について 

・平成２９年度 新規理事（役員）、監事の選任について 

その他 

５５名 なのはな館 

１階 会議室 

２３（火） ふれあい子育てサロン のびのびキッズ 

・親子で楽しくリズム遊び  ⇒参加者・親子で２５名 

１９名 

 

南総公民館 

２階 会議室 

６ ６（火） 第３回 役員会 

・敬老会 実施計画について 

・賛助会員 募集・取りまとめについて   その他 

９名 なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

１０（土） 第２回 定例理事会 

・平成２９年度 前期分活動内容について 

・敬老会 実施計画について        その他 

１５名 なのはな館 

１階 会議室 

１６（金） ふれあいいきいきサロン 食事サービス 

・市原市保健福祉センター保健師さんによる健康相談 参加者４９名 

２３名 

 

南総公民館 

２階 会議室 

２０（月） 広報紙「ふれあい 第３４号」発行   

２７（火） ふれあい子育てサロン のびのびキッズ 

・七夕かざり（馬立保育所） ⇒参加者・親子で１６名 

２１名 南総公民館 

２階 会議室 

７ ２（日） 第１回 小域福祉ネットワーク連絡会議 

・講演会：安心生活見守り支援事業 

「地域の見守りと支援の大切さ」 

講 師：あんしんネット事業部長「石見 良教氏」 

３５名 なのはな館 

１階 会議室 

４（火） 第４回 役員会 

・敬老会 実施計画 最終確認について 

・８月開催・事業の実施（開催）要領について その他 

１０名 なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 



月 日（曜日） 事業内容（主な内容） スタッフ数 会 場 

７ １４（金） 第３回 定例理事会 

・敬老会 実施計画 最終確認について 

・南総地区 福祉バザー 実施計画案について 

・８月開催・事業の実施（開催）要領について その他 

１５名 なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

２１（金） ふれあいいきいきサロン 食事サービス 

・アコーディオン ドレミファ歌声喫茶 参加者４４名 

２２名 南総公民館 

２階 会議室 

２５（火） 平成２９年度 敬老会 実施計画会議 

・実施要領について ・対象者名簿の取扱いについて 

・予算案（補助金）について 

・申請書類の記載方法、提出内容など     その他 

１８名 なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

２５（火） ふれあい子育てサロン のびのびキッズ 

・「歯」のはなし   ⇒参加者・親子で２１名 

２２名 南総公民館 

２階 会議室 

８ １（火） 第５回 役員会 

・８月開催・事業の実施（開催）最終確認について 

・敬老会 各担当者選定について       その他 

１１名 なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

２０（日） 第１回 資源回収（自主事業）  

・売上金 ２６，４９０円 

１４名 南総支所 

駐輪場前 

２０（日） 災害支援ボランティア事業  体験者数 ６２名  

・「身近な物で作る防災グッズ」体験コーナー 

１０名 なのはな館 

創作活動室 

２０（日） 臨時理事会 

・第５次市原市地域福祉活動計画 

「地区行動計画」策定・推進について 

１３名 南総公民館 

２階 和室 

２３（水） 第１回 認知症サポーター養成講座（人材育成事業） 

・今年度より選任された民生委員児童委員を中心に講演

会を実施。（出席者数 ２３名） 

１７名 なのはな館 

１階 会議室 

２３（水） 市社協より「高齢者地域支え合い事業」に関する説明会 ９名 なのはな館 

１階 会議室 

９ ５（火） 第６回 役員会 

・「地区行動計画」策定・推進について 

・南総地区 福祉バザー 実施計画について  その他 

１１名 なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

８（金） ふれあいいきいきサロン 食事サービス 

・ウクレレ フラダンス       参加者４４名 

２３名 南総公民館 

２階 会議室 

１０（日） ふれあい子育てサロン のびのびキッズ 

・袖ヶ浦市袖ヶ浦公園 遠足  ⇒参加者・親子で１１名 

１６名 

 

袖ヶ浦市 

袖ヶ浦公園 

１７（日） 敬老会 平三地区  （参加者数 ７０名）   ７名 旧 平三小学校 

１７（日） 敬老会 寺谷地区栢橋町会 （参加者数 ４１名） ２名 栢橋自治会館 

１７（日） 敬老会 寺谷地区南岩崎町会 （参加者数 ４６名）   ２名 南岩崎自治会館 

１７（日） 敬老会 寺谷地区寺谷町会 （参加者数 ２２名） ６名 寺谷青年館 

１７（日）  敬老会 寺谷地区吉野台自治会 （参加者数 ６１名） ２名 吉野台自治会館 

１８（月） 敬老会 寺谷地区西国吉台自治会 （参加者数 ６８名） ６名 西国吉台自治会館 

１８（月） 敬老会 寺谷地区ときわ台自治会 （参加者数 １２名） １６名 ときわ台自治会館 

２４（日） 敬老会 戸田地区  （参加者数 ２３７名） ４６名 戸田小学校 

２４（日） 敬老会 牛久地区  （参加者数 １８５名） ４４名 南総公民館体育館 

２４（日） 敬老会 鶴舞地区  （参加者数 １２１名） ２５名 鶴舞看護学校体育館 

２４（日） 敬老会 寺谷地区小勝山団地自治会（参加者数 １０８名） １２名 小勝山団地自治会館 



月 日（曜日） 事業内容（主な内容） スタッフ数 会 場 

10 １（日） 敬老会 内田地区  （参加者数 ７６名） ３０名 内田小学校 

３（火） 第７回 役員会 

・敬老会事業 講評（次年度からの「通いの場」について） 

・南総地区 福祉バザー 実施計画について  その他 

１２名 なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

１０（火） 第４回 定例理事会 

・「地区行動計画」策定・推進について 

・南総地区 福祉バザー 実施計画について  その他 

１５名 なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

１４（土） 平成２９年度 福祉バザー実施計画会議 

・スケジュール及びスタッフ要請について 

・会場レイアウト及びお楽しみコーナーについて 

・寄附品（寄附金）の取りまとめについて   その他 

４１名 なのはな館 

１階 会議室 

１４（土） 「地区行動計画」策定・推進に関する説明会 

・策定 推進について（今後の取組みを含む） 

・地区行動計画策定委員会の設置について   その他 

４１名 なのはな館 

１階 会議室 

１５（日） ふれあい子育てサロン のびのびキッズ 

・いも掘り         ⇒参加者・親子で３名 

１５名 やもかの 

   なかま 

２０（金） ふれあいいきいきサロン 食事サービス 

・踊り              参加者４８名 

２３名 南総公民館 

２階 会議室 

11 ７（火） 第８回 役員会 

・南総地区 福祉バザー 最終確認について 

・クリスマス会（地域福祉支援事業）開催要領について 

・「地区行動計画」策定・推進について     その他 

１５名 なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

７（火） 臨時理事会 

・「地区行動計画」策定・推進について 

① 策定委員会 設置 構成メンバーについて 

② 活動スケジュールについて        その他 

１５名 なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

１５（水） 

１６（木） 

１７（金） 

南総地区福祉バザー 寄附品（寄附金）取りまとめ 

・町会 自治会 賛同者から寄贈された「寄附品」（寄附

金）の取りまとめ作業 

１４名 南総支所 

会議室 

１７（金） ふれあいいきいきサロン 食事サービス 

・市原市保健センター 保健師さんによる健康相談 参加者４６名 

２２名 南総公民館 

２階 会議室 

１８（土） 南総地区福祉バザー 前日準備 ７７名 南総公民館体育館 

１９（日） 南総地区福祉バザー 開催当日（慰労会） ８１名 南総公民館体育館 

２８（火） ふれあい子育てサロン のびのびキッズ 

・親子遊び（牛久保育所） ⇒参加者・親子で３３名 

３１名 

 

南総公民館 

２階 会議室 

12 ５（火） 第９回 役員会 

・クリスマス会（地域福祉支援事業）開催要領について 

・役員研修会について            その他 

９名 なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

９（土） 第１回 地区行動計画策定委員会 

・委員長の選任について 

・計画書の態様（基本的な項目）について 

・計画策定スケジュールについて        

・シート記入・提出依頼について       その他 

２４名 なのはな館 

１階 会議室 

１４（木） 第５回 定例理事会 

・クリスマス会（地域福祉支援事業）最終確認について 

・平成２９年度 敬老会 福祉バザー実績報告について 

・役員研修会について             

その他 

１４名 なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 



月 日（曜日） 事業内容（主な内容） スタッフ数 会 場 

12 １４（木） クリスマス会（地域福祉支援事業） 前日準備 

・装飾及びおもてなし（プレゼントなど）の最終確認 

１７名 南総公民館 

２階 会議室 

１５（金） クリスマス会（地域福祉支援事業） 開催当日 

・参加者数  ８５名 

３２名 南総公民館 

２階 会議室 

１９（火） ふれあい子育てサロン のびのびキッズ 

・クリスマス会      ⇒参加者・親子で２８名 

１７名 

 

南総公民館 

２階 会議室 

２０（水） 広報紙「ふれあい 第３５号」発行   

平

成

30

年 

１ 

月 

９（火） 第１０回 役員会 

・新たな高齢者福祉事業「通いの場」について 

・役員研修会について            その他 

１１名 なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

１４（日） 第２回 資源回収（自主事業）  

・売上金 １９，９３０円 

１５名 南総支所 

駐輪場前 

１９（金） ふれあいいきいきサロン 食事サービス 

・市原市保健センター歯科衛生士による「お口の健康」参加者４３名 

２５名 南総公民館 

２階 会議室 

２３（火） ふれあい子育てサロン のびのびキッズ 

・楽しい遊びと節分   ⇒雪のため中止 

名 南総公民館 

２階 会議室 

２ ６（火） 第１１回 役員会 

・役員研修会 最終確認について 

・２月期の各事業 最終確認について       

・地区行動計画策定委員会 中間報告     その他 

１５名 なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

９（金）  平成２９年度 役員研修会 （出席者数 ３５名） 

・講演内容「住民参加型在宅福祉サービス たすけあい

三和」について 

・講師  三和地区社会福祉協議会より理事 ５名 

１４名 ニュー南総 

ゴルフクラブ 

コンペルーム 

１６（金） ふれあいいきいきサロン 食事サービス 

・ドレミ 笑って脳トレ       参加者４４名 

２１名 南総公民館 

２階 会議室 

１７（土） 第２回 地区行動計画策定委員会 

・地域課題の抽出について 

・抽出した地域課題の区分整理について    その他 

２３名 なのはな館 

１階 会議室 

２４（土） 第２回 小域福祉ネットワーク連絡会議 

・広報（周知）活動を各小域福祉ネットワークより発表

形式で実施。（出席者数２２名） 

５名 なのはな館 

１階 会議室 

２７（火） ふれあい子育てサロン のびのびキッズ 

・ひな祭り（鶴舞保育所） ⇒参加者・親子で１４名 

１７名 南総公民館 

２階 会議室 

２８（水） 第２回 認知症サポーター養成講座（人材育成事業） 

・老人クラブ各支部長及び有志の方を中心に実施。 

 （出席者数 ５３名） 

１３名 なのはな館 

１階 会議室 

３ ６（火） 第１２回 役員会 

・平成３０年度 「事業計画」「予算」（案）について 

・高齢者福祉事業「通いの場」について 

・「賛助会員」募集 取りまとめについて    その他 

１１名 なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

１６（金） ふれあいいきいきサロン 食事サービス 

・フリートーク（終了後、実行委員反省会）   参加者４７名 

２２名 南総公民館 

２階 会議室 

１７（土） 第３回 地区行動計画策定委員会 

・現在、地域で行われている活動・事業と照らし合わせ

ながら、抽出された課題などの解決に向けた今後の地

区の取組みの方向性を検討する。      その他 

１９名 なのはな館 

１階 会議室 



月 日（曜日） 事業内容（主な内容） スタッフ数 会 場 

３ ２０（火） ふれあい子育てサロン のびのびキッズ 

・人形劇 閉講式  ⇒参加者・親子で２７名 

２１名 南総公民館 

２階 会議室 

２７（火） 第６回 定例理事会 

・平成３０年度 「事業計画」「予算」（案）について 

・高齢者福祉事業「通いの場」について 

・「賛助会員」募集 取りまとめについて    その他 

１１名 なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

 

《その他：通年対応事業》 

・相談事業 （平成２９年度 相談件数２件⇒鶴舞 寺谷より各１件） 

① 毎週土曜日 午後１～３時 なのはな館 相談室で開設。（第３土曜、障がい者相談窓口併設） 

② ふれあいいきいきサロン 食事サービス（毎月第３金曜日）内で、窓口を設置。 

③ １１月１９日 福祉バザー内で、地域包括支援センター「トータス」協力のもと、専用ブースを設置。 

・ふれあい会食会 

各小域福祉ネットワークで実施している「ふれあいいきいきサロン 茶話会」内で、各会場・年１回、

昼食（お弁当）を支給する。（活動実績は別紙参照） 

 

《平成２９年度 敬老会事業 参加者実績》 

※対象者：当該敬老の日が存する年の４月１日～翌３月３１日までの間に７５歳以上に達する者。 

地区名 対象者数 敬老会参加者数 スタッフ数 出席率（％） 

平 三 ２２４名 ７０名 ７名 ３１．３％ 

戸 田 １，０７１名 ２３７名 ４６名 ２２．１％ 

牛 久 １，２１１名 １８５名 ４４名 １５．３％ 

鶴 舞 ７１９名 １２１名 ２５名 １６．８％ 

内 田 ３１４名 ７６名 ４６名 ２４．２％ 

  

    

寺 

 

谷 

小勝山団地自治会  

 

７４８名 

（参加者数： 

３５８名） 

１０８名 ２名  

 

 

４７．９％ 

吉野台自治会 ６１名 ２名 

西国吉台自治会 ６８名 ６名 

ときわ台自治会 １２名 １６名 

栢橋町会 ４１名 ２名 

南岩崎町会 ４６名 ２名 

寺谷町会 ２２名 ６名 

合 計 ４，２８７名 １，０４７名 １８８名 ２４．４％ 

 

《平成２９年度 福祉バザー 実績報告》 ※目標金額：６５０，０００円 

項 目 金 額 

福祉バザー 売上げ ４９１，０９５円 

模擬店（募金） 売上げ ３，１４０円 

寄附金 １８９，８７４円 

合 計 ６８４，１０９円 

 

《平成２９年度 賛助会費 実績報告》  ※目標金額：１，０００，０００円 

項目（区分） 金 額 

南総地区民生委員児童委員協議会 ８４９，８００円 

南総地区民生委員児童委員協議会・個人 ３６６，０００円 

個人賛助会員、企業など ２００，０００円 

合 計 １，４１５，８００円 

 


