平成３１年度 事業計画

活動方針「ふれあい福祉のまちづくり」
１．地域内の福祉ニーズを把握する
２．
「社協だより」等、活発な広報活動を推進する
３．各種講座の開催、福祉の啓発を推進する
４．ボランティア活動の推進に努める
５．小地域福祉ネットワーク活動・独居高齢者への給食サービス等に努める
６．友愛訪問・ふれあい活動を推進する

月
４

行

事

すこやか in 前土田 4 日（木）あいさつ運動（民生） 10 日（水）いきいき土曜会 13 日（土）定期総会 14 日（日）
定例理事会 14 日（日）つくって，食べて，語ろう会 24 日（水）たつのこひろば 26 日（金）
「社協だより」38 号発行（4 月末 各戸配布）
すこやか in 前土田 2 日（木）乳製品料理講習（栄養） 7 日（火）あいさつ運動（民生） 8 日（水）いきいき土曜会 11 日（土）

５

つくって，食べて，語ろう会 15 日（水）ええとこ発見ウォーク１６（愛育） 18 日（土）みんなで歌おう会 20 日（月）
のびのび親子広場（愛育） 24 日（金）ふれあい福祉講座 ① 24 日（金） たつのこひろば 29 日（水）

６

７

８

独居高齢者訪問（愛育）すこやか in 前土田 6 日（木）いきいき土曜会 8 日（土）ふれあい福祉講座 ② 10 日（月）
あいさつ運動（民生） 12 日（水） 健康講座（愛育） 13（木）つくって，食べて，語ろう会 19 日（水）
たつのこひろば 19 日（水）のびのび親子広場（愛育） 25 日(火）男性料理教室（婦人会・栄養改善協議会）29 日（土）
すこやか in 前土田 4 日（木）健康講座（愛育） 9 日（火）ふれあい福祉講座 ③未定
あいさつ運動（民生） 10 日（水）いきいき土曜会 13 日（土）つくって，食べて，語ろう会 17 日（水）
定例理事会 20 日（土）総踊り練習（婦人会・愛育） ＊ 1 回目 31 日（水）
すこやか in 前土田 1 日（木）旭川荘奉仕活動（民生） 7 日（日）総踊り練習（婦人会・愛育） 2 回目 8 日（木）
ふれあい夏祭り in 竜之口 17 日（土）学童料理教室（栄養改善協議会） 27 日（火）
すこやか in 前土田 5 日（木）のびのび親子広場（愛育）6 日（金）あいさつ運動（民生）11 日（水）第 21 回グラウンドゴルフ

９

大会 14 日（土）雨天の時は 15 日（日）健康講座 17 日（火）つくって，食べて，語ろう会 18 日（水）すこやか in 前土田 19
日（木）共同募金説明会・定例理事会 21 日（土） たつのこひろば 25 日（水）学区敬老会（婦人会）29 日（日）

１０

すこやか in 前土田 3 日（木）健康講座（愛育） 8 日（火）あいさつ運動（民生） 9 日（水）
いきいき土曜会 12 日（土）たつのこひろば 16 日（水）すこやか in 前土田 17 日（木）みんなで歌おう会 21 日
（月）ふれあい福祉講座 ④ 未定 たつのこひろば 30 日（水）
地域交流会 6 日（水）すこやか in 前土田 7 日（木）いきいき土曜会 9 日（土）健康講座（愛育）12 日（火）あいさつ運動

１１

（民生）13 日（水）たつのこひろば 13 日（水）定例理事会 16 日（土）のびのび親子広場（愛育） 18 日（月）
つくって，食べて，語ろう会 20 日（水）すこやか in 前土田 21 日（木）オレンジリボン作成配布（民生）
「社協だより」39 号 発行 （11 月末 各戸配布）

１２

１

２

３
※

すこやか in 前土田 5 日（木）高齢者ふれあい配食（婦人会・栄養改善協議会） 7 日（土）あいさつ運動（民生）
11 日（水）いきいき土曜会 14 日（土）つくって，食べて，語ろう会 18 日（水）
）すこやか in 前土田 19 日（木）
たつのこひろば 未定 民生委員児童委員改選（民生）
あいさつ運動（民生） 8 日（水）いきいき土曜会 11 日（土）つくって，食べて，語ろう会 15 日（水）すこや
か in 前土田 16 日（木）のびのび親子広場（愛育） 17 日（金）定例理事会 18 日（土）たつのこひろば 22 日（水）
笠井信一・胴像 清掃奉仕＜岡山県知事 民生委員制度の創設者＞（民生）
たつのこひろば（愛育） 5 日（水）すこやか in 前土田 6 日（木）竜之口元気が出る会〔みんなで歌おう会・いき
いき土曜会・婦人会・栄養改善協議会 合同〕 7 日（金）あいさつ運動（民生） 12 日（水）すこやか in 前土田
13（木）たつのこひろば（愛育） 25 日（火）
すこやか in 前土田 5 日（木） あいさつ運動（民生）11 日（水）いきいき土曜会 14 日（土）つくって，食べて，
語ろう会 18 日（水）すこやか in 前土田 １９日（木）定例理事会 21 日（土）たつのこひろば 23 日（月）
会計監査 27 日（金）
（原則として）

定例理事会 ・・・・・・・・・・・・・・奇数月の第３土曜日１０：００～１２：００
いきいき土曜会 ・・・・・・・・・・・・第２土曜日
つくって，食べて，語ろう会 ・・・・・・第３水曜日 （４月のみ第４水曜日）
すこやか in 前土田 ・・・・・・・・・・第１木曜日・
（9 月からは第１と第３木曜日）
あいさつ運動（小学校・幼稚園） ・・・・第２水曜日

