
令和２年度 事業報告（日程表） 

月 日（曜日） 事業内容（主な内容） スタッフ数 会 場 

４ ７（火） 第１回 役員会      書面議決にて承認 

・令和２年度 事業計画及び予算（案）について 

・令和元年度 事業報告及び会計報告について 

・令和２年度 賛助会員募集について   その他 

  

１９（日） 会計監査 

・令和元年度 決算内容の確認⇒承認   その他 

５名 なのはな館 

 

２１（火） 

 

ふれあいいきいきサロン 食事サービス実行委員会 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

  

２６（日） ふれあい子育てサロン  のびのびキッズ 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

  

５ １２（火） 第２回 役員会 

・令和元年度 事業報告及び会計報告について 

・令和２年度 事業計画案及び予算案について 

・令和２年度 賛助会員募集について 

・第１回 定例理事会提出議案について   その他 

８名 なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

１５（金） ふれあいいきいきサロン 食事サービス 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

  

１９（火） 第１回 定例理事会     書面議決にて承認 

 令和元年度 事業報告及び会計報告 

 会計監査報告について 

 令和２年度 事業計画及び予算（案）について 

 令和２年度 新任理事・監事の承認について その他 

    

２４（日） 第１回 評議員会   書面議決にて承認 

・令和元年度 事業報告及び会計報告について 

・会計監査報告について 

・令和２年度 賛助会員募集について 

・令和２年度 事業計画及び予算（案）について 

・令和元年度 新任理事（役員）・監事の選任について 

その他 

  

６ ２（火） 第３回 役員会 

・地区行動計画推進委員会（第 2層協議体）について 

・賛助会員 募集・取りまとめについて 

・小域福祉ネットワーク連絡会議について 

 その他 

８名 なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

中旬予定 第２回 定例理事会は７月に変更する   

１９（金） ふれあいいきいきサロン 食事サービス 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

  

３０（金） ふれあい子育てサロン のびのびキッズ 

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

      



月 日（曜日） 事業内容（主な内容） スタッフ数 会 場 

７ ７（火） 第４回 役員会 

・災害支援ボランティア事業の日程調整について 

・８月９日・３０日「認知症サポーター養成講座」に 

ついて 

・地区行動計画推進委員会（第２層協議体）について  

・賛助会費の募集・取りまとめについて   その他 

 ８名 なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

１４（火） 第２回 定例理事会 

・災害支援ボランティア事業について 

・認知症サポーター養成講座について 

・第２層協議体について 

・賛助会費の募集・取りまとめについて   その他 

１３名 なのはな館 

ボランティア 

ルーム 

１７（金） ふれあいいきいきサロン 食事サービス 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

  

８ ４（火） 第５回 役員会 

・地区行動計画推進委員会（第 2層協議体）について 

・小域福祉ネットワーク連絡会議について 

・南総地区 福祉バザー中止・歳末助け合い募金の対応

について               その他 

８名 なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

９（日） 

 

 

第１回 認知症サポーター養成講座（在宅介護者支援事

業・人材育成事業） 

・寺谷地区            出席者 １９名 

７名 

 

 

なのはな館 

１階 会議室 

 

２０（日） 広報紙「ふれあい」４０号 発行 

                  ８，０００部 

  

２２（土） 第１回 小域福祉ネットワーク連絡会議 

・ワークショップ形式によるグループ討論会 

 テーマ：「南総地区 向こう三軒両隣」の推進について 

                 出席者 １８名 

※第２回は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

５名 

 

なのはな館 

１階 会議室 

３０（日） 第２回 認知症サポーター養成講座 

・牛久地区            出席者 １２名 

７名  

９ １（火） 第６回 役員会 

・「研修会」について 

・茶話会の実施に向けた方針の確認について 

・南総地区災害対策への対応について 

・賛助会員の募集・取りまとめについて    その他 

８名 なのはな館 

ボランティア 

ルーム 

１８（金） ふれあいいきいきサロン 食事サービス 

・地域包括支援センター「トータス」による健康体操 

                  参加者３３名 

 １９名 南総公民館 

２階 会議室 

１０ 

 

 

 

 

６（火） 第７回 役員会 

・１０月 実施予定の「研修会」について 

・１２月４日（金）ふれあいいきいきサロン 食事サー

ビスについて           その他 

 

８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 

１０ １６（金） 

 

 

ふれあいいきいきサロン 食事サービス 

・南総幹部交番による講演会・「振り込め詐欺」ほか 

               参加者 ３３名 

１７名 南総公民館 

会議室 

２６（月） 研修会 

「日常生活支援事業 たすけあい三和」について 

講師：三和地区社会福祉協議会 

４３名 南総公民館 

２階 会議室 

１１ １０（火） 第８回 役員会 

・１２月期いきいきサロン（クリスマス会仕様で予定） 

 （地域福祉支援事業としては実施しない） 

・１２月期 認知症サポーター養成講座について 

・地区行動計画推進委員会（第２層協議体）について     

その他 

８名 なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

１３（金） ふれあいいきいきサロン 食事サービス 

・地域包括支援センター「トータス」による健康体操  

参加者３１名 

２０名 南総公民館 

２階 会議室 

２１（土） 南総地区福祉バザー 前日準備  中止   

２２（日） 南総地区福祉バザー 開催当日  中止 

⇒「歳末助け合い募金」を実施。募金額７４９,２９０

円が集まり、市社会福祉協議会へ納入 

  

２６（木） 視察研修 

 市津地区社会福祉協議会「市津まごの手」 

３名 市津地区社会

福祉協議会事

務所 

１２ １（火） 第９回 役員会 

・「防災講座」の実施の有無について 

・高齢者支え合い事業「第２層協議体」について 

                    その他 

８名 なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

４（金） いきいきサロン（クリスマス会仕様） 

・楽しい演芸ハワイアン（パレカイコアロハ） 

参加者３５名 

２４名 南総公民館 

２階 会議室 

１５（火） ふれあい子育てサロン のびのびキッズ 

・実施内容 「石に絵を描く」  参加者４組８名 

１７名 

 

南総公民館 

２階 会議室 

１５（火） 第３回 定例理事会 

・災害支援ボランティア事業実施の有無について 

・高齢者支え合い事業「第２層協議体」について 

・在宅介護者支援事業「認知症サポーター養成講座」に

ついて               その他 

１４名 なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

令和

３年 

１月 

１２（火） 第１０回 役員会 

・令和３年度事業計画・予算（案）について 

・令和３年度理事、評議員の選任について  その他 

８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 

１ １５（金） ふれあいいきいきサロン 食事サービス 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

  

２０（水） 第４回定例理事会（書面議決） 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

  

２０（水） 広報紙「ふれあい」４１号 発行 

８,０００部 

  

２ ２（火） 第１１回 役員会 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

  

１９（金） 

 

ふれあいいきいきサロン 食事サービス 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

   

３ ２（火） 第１２回 役員会（書面により） 

・令和３年度 予算（案）について 

・令和２年度 事業計報告について 

  

１２（金） 南総地区災害対策本部との打合せ 

南総地区社会福祉基金の活用について 

５名 なのはな館 

ボランティア

ルーム 

１６（火） 第５回 定例理事会 （書面議決） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

  

１９（金） ふれあいいきいきサロン 食事サービス 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止 

  

 

《その他》 

1. 相談事業⇒役員の輪番制により実施。 

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。 

 

2. 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。（申請実績は別紙参照） 

 

3. 令和２年度 福祉バザー中止 「歳末助け合い募金」を実施する。 

募金額 ７４９,２９０円が集まり、市社会福祉協議会へ納入 

 

4. 令和２年度 賛助会員 実績報告  ※目標金額：１，０００，０００円 

項目（区分） 協力者数 金 額 

個人 賛助会員 ７１１（口） ７１１，０００円 

企業・団体 賛助会員 ４６５（口） ３７３，３００円 

合 計 （口） １，０８４，３００円 

 


