
 

令和２年度 事業計画書 

月 日(曜日) 事業内容（主な内容） 会 場 

令和

２年 

４ 

月 

７（火） 第１回 役員会 

・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 

なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

１９(日) 会計監査 

・令和元年度 決算内容の確認⇒承認         その他 

なのはな館 

ボランティアR 

２１(火) ふれあいいきいきサロン 食事サービス 実行委員会 

・令和２年度 事業計画について 

・緊急連絡先、連絡網の確認について          その他 

なのはな館 

１階 会議室 

２６(日) ふれあい子育てサロン のびのびキッズ 

・こどもの日フェスタ 

南総公民館 

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 

・第１回 定例理事会提出議案について         その他 

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 

・講演会「振り込め詐欺」について           その他 

南総公民館 

２階 会議室 

１９(火) 第 1回 定例理事会 

・第１回 評議委員会提出議案について 

・第１回 評議委員会役割分担について         その他 

なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

２４(日) 第１回 評議員会 

・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 事業計画及び予算（案）について 

・令和２年度 新任理事（役員）、監事の承認について  その他 

なのはな館 

１階 会議室 

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         その他 

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 

・令和２年度 前期分の事業活動内容について 

・高齢者福祉事業「通いの場」について         その他 

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 

・ウクレレ・フラダンス                その他 

南総公民館 

２階 会議室 

２０(土) 広報紙 「ふれあい 第４０号」発行 8,000部 予定 

３０(火) ふれあい子育てサロン のびのびキッズ 

・七夕飾り 

南総公民館 

下旬予定 第１回 地区行動計画推進委員会（第２層協議体）について 

・南総地区における新たな見守りの仕組みについて 

（推進方策の検討） 

なのはな館 

ボランティア 

ルーム 

７ ７（火） 第４回 役員会 

・８～１０月開催事業の実施（開催）要領について  

・地区行動計画推進委員会（第２層協議体）について           

・賛助会員 募集・取りまとめについて         その他 

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 

・市原市保健センター  保健師さんによる「健康相談」など 

南総公民館 

２階 会議室 

２１(火) ふれあい子育てサロン のびのびキッズ 

・運動会 

南総公民館 

体育館 



月 日(曜日) 事業内容（主な内容） 会 場 

７ 上旬予定 第１回 小域福祉ネットワーク連絡会議 

※詳細が分かりしだい、案内状にて報告 

なのはな館 

１階 会議室 

中旬予定 第３回 定例理事会 

・地区行動計画推進委員会（第２層協議体）について 

・８～１０月開催・事業の実施（開催）要領について   その他 

なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

８ ４（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     

・南総地区 福祉バザー 実施計画案について      その他 

なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

上旬予定 第１回 認知症サポーター養成講座（在宅介護者支援・人材育成事業） なのはな館 

１階 会議室 

下旬予定 第２回 認知症サポーター養成講座（在宅介護者支援・人材育成事業） なのはな館 

１階 会議室 

９ １（火） 第６回 役員会   

・南総地区 福祉バザー 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 

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 

・アコーディオン ドレミファ 「歌声喫茶」 

南総公民館 

２階 会議室 

２９(火) ふれあい子育てサロン のびのびキッズ 

・石あそび～石に描く絵 

南総公民館 

中旬予定 令和２年度年度  研修会  

・「開催場所」「移動手段」「講演内容」「講師」は未定 

※詳細が分かりしだい、案内状にて報告 

未 定 

（集合場所： 

南総支所予定） 

中旬予定 第２回 地区行動計画推進委員会（第２層協議体） 

・地区行動計画進捗状況の中間評価 

・南総地区における新たな見守りの仕組みについて    その他 

なのはな館 

１階 会議室 

未定 災害支援ボランティア事業 （なのはな館 なのはなフェスタ内） 

・喫茶（休憩室）コーナー＆展示ブース開設 

なのはな館 

 

～１０月 

下旬予定 

災害支援ボランティア事業 

・防災講座（内容：講演・体験コーナー） 

なのはな館or 

南総公民館 

１０ ６（火） 第７回 役員会 

・南総地区 福祉バザー 実施計画について   

・クリスマス会（地域福祉支援事業）開催要領について  その他 

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 

・「一扇会」による舞踊鑑賞 

南総公民館 

２階 会議室 

３１(土) ふれあい子育てサロン のびのびキッズ 

・工作 

南総公民館 

上旬予定 第４回 定例理事会 

・南総地区 福祉バザー 実施計画について   

・クリスマス会（地域福祉支援事業）開催要領について  その他 

なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

中旬予定 ・令和２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 

なのはな館 

１階 会議室 

１１ 

 

 

 

 

１０(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  その他 

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」 

南総公民館 

２階 会議室 



月 日(曜日) 事業内容（主な内容） 会 場 

１１ １８(水) 

１９(木) 

２０(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 協力者から寄贈された「寄附品」（寄附金）の 

取りまとめ作業（午前９時～午後５時） 

南総支所 

会議室 

２１(土) 南総地区福祉バザー 前日準備（午後１時～） 南総公民館体育館 

２２(日) 

 

南総地区福祉バザー 開催当日（午前９～１１時） 

※福祉バザー終了後、スタッフ全員で慰労会を実施。 

南総公民館 

体育館 

１２ 

 

１（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 

・１月中旬開催 役員研修会について          その他 

なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

３（木） クリスマス会（地域福祉支援事業） 前日準備（午後１時～） 

・装飾及びおもてなし（プレゼントなど）の最終確認 

南総公民館 

２階 会議室 

４（金） 

 

クリスマス会（地域福祉支援事業） 開催当日（午前１０時３０分～ 

・会食会及び演芸 フラダンスパレカイコアロハ鑑賞 

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 

・クリスマス会 

南総公民館 

２０(日) 広報紙「ふれあい 第４１号」発行 8,000部予定 

中旬予定 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 

・令和２年度 福祉バザー実績報告について 

・１月中旬開催 研修会について          その他 

なのはな館・ 

ボランティア 

ルーム 

中旬予定 第３回 地区行動計画推進委員会（第２層協議体） 

・地区行動計画推進評価シートの作成と地区行動計画自己評価の確

認                         その他 

なのはな館 

１階 会議室 

中旬予定 第３回 認知症サポーター養成講座（在宅介護者支援・人材育成事

業） 

※詳細が分かり次第、案内状にて報告 

なのはな館 

１階 会議室 

令和

３年 

１ 

月 

５（火） 第１０回 役員会 

・令和３年度事業計画（案）について       

・令和３年度役員理事監事の選任について 

・２月開催・事業の実施（開催）要領について      その他 

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 

・市原市保健センター 看護師さんによる「健康相談」 

南総公民館 

２階 会議室 

２ ２（火） 第１１回 役員会 

・令和３年度「事業計画」「予算」（案）について 

・２月期の各事業 最終確認について          その他 

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 

・ドレミ  「笑って脳トレ」など 

南総公民館 

２階 会議室 

中旬予定 第２回 小域福祉ネットワーク連絡会議 

※詳細が分かり次第、案内状にて報告 

なのはな館 

１階 会議室 

３ 

 

２（火） 第１２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「賛助会員」募集 取りまとめについて  その他 

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 

・フリートーク（終了後、第２回 実行委員会） 

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 

・おたのしみ会  

南総公民館 

２階 会議室 

中旬予定 第４回 地区行動計画推進委員会（第２層協議体） 

・地区行動計画進捗状況の確認と今後の対応 

・南総地区における新たな見守りの仕組みについて    その他 

なのはな館 

１階 会議室 



月 日(曜日) 事業内容（主な内容） 会 場 

３ 下旬予定 第６回 定例理事会 

・令和３年度 「事業計画」「予算」（案）について 

・令和３年度「賛助会員」募集 取りまとめについて  その他 

なのはな館 

 

《その他：通年・随時 対応事業》 

・相談支援事業 

       ⇒毎週土曜日 午後１～３時 なのはな館 相談室で開設。 

        ※毎月第２土曜日は「障がい者相談窓口」を併設。（担当：久保評議員） 

        ふれあいいきいきサロン(食事サービス)、福祉バザーにおいて相談コーナーを併設。 

・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。 

・日常生活支援事業 

        ⇒つるまい風の丘分校の「きれいを届け隊」と連携した、主に庭の手入れなどの日常生

活支援を実施。日時・内容などを含めた依頼者と学校との調整を行う。 

・在宅介護者支援事業（認知症サポーター養成講座・出前講座） 

 (人材育成事業)   ⇒南総地区内で各町会・協力団体等より出前講座の依頼を受け実施。認知症に対 

            する正しい理解と福祉活動への協力者拡大を目指す。 


