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町内会･自治会の平成２９年度行事予定（写真は昨年度実施）
●鍛冶ヶ谷町内会
夏祭り盆踊り 7 月 29 日(土)～30 日(日)
防災研修会
8 月 19 日(土)
敬老昼食会
9 月 10 日(日)
町民体育祭
10 月 15 日(日)
町内会レク（バス旅行） 11 月 5 日(日)
避難・防災訓練
11 月 11 日(土)
町内一斉自主清掃
12 月 17 日(日)

●港南台プリンスハイツ自治会
テニス教室
６月 18 日(日)
夏 祭 り
7 月 15 日(土)
ハイキング
秋
防災訓練
12 月

●ローレルスクエア港南台自治会
敬老の集い
９月
ローレルふれあい秋祭り
10 月 15 日(日)
防災訓練
未定

●若竹山手町会
町内会親睦行事 11 月
防犯パトロール
毎月

●本郷富士見ヶ丘自治会
親 睦 会
８月
防 災 訓 練
１０月
スポーツ交流会 １１月

●元大橋町内会
要援護者安否確認訓練
７月 26 日(水)
元大橋ふれあいまつり
８月 5 日(土)
防災センター見学ツアー 10 月
日帰りバス旅行 10 月
ハロウィン
10 月
防犯パトロール 毎月
●中野町内会
敬老会
６月 20 日(火)
梅ジャム梅酒づくり ６月
避難訓練
9月
本郷第三連合との合同防災訓練
11 月１９日(日)
●若竹町内会
安否確認訓練 5 月、２月
若竹ふるさと祭り 10 月
防災訓練
11 月
クリスマス会
12 月
●ラーバン港南台自治会
防犯講演会 6 月 11 日(日)
敬老事業
9 月 18 日(月・祝)
お 茶 会
９月 29 日(金)、
1 月２６日(金)、２月２３日(金)
ラーバンふれあい祭り 10 月 22 日(日)
自主防災訓練
11 月 5 日(日)
出 前 講 座
12 月 9 日(土)
子どもお楽しみ会
１月 14 日(日)

第５回本郷第三ふれあいスポーツまつり
開催のお知らせ
日 時 9 月 17 日（日）10 時～
場 所 本郷小学校校庭
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本郷第三地区社協だより

本三みらい

発行者 渡邊 すみ江
◇本郷第三地区
社会福祉協議会
◇本郷第三地区
支えあいネットワーク

地区社協総会が開催されました
４月２９日（土）午後 1 時から、本郷小学校コミュニティハウスにおいて、平成 29 年度本郷第三地区社会
福祉協議会総会が 57 名中 47 名の会員の出席により開催されました。
総会では、議長の村田可代子会長の議事により、平成 28 年度事業報告と
決算報告および 29 年度事業計画(案)と予算(案)について審議され、承認され
ました。続いて役員選任についても提案どおり承認されました。
≪平成 29～３０年度
会
長
渡
副 会 長
杉
〃
本
事務局長
三

役員≫
邊 すみ江 （新任）
本 須美子 （新任）
間 和 男
國 隆 光 （新任）

渡邊会長

三國事務局長

慶寿会のお知らせ

≪事業内容≫
本郷第三地区にお住まいの 70 歳
１ 敬老事業「慶寿会」の開催
以上の方、65 歳以上の一人暮らし
２ 福祉関係 11 団体との交流会開催
の方をご招待して開催します。
３ 福祉団体等への活動助成事業
開催日
10 月 29 日（日）
① 福祉関係 11 団体への助成金支給
会 場
本郷小学校体育館
② 町内会・自治会の敬老事業への助成
４ 地区社協研修会
５ 支えあいネットワークとの連携、第３期地域福祉保健計画の推進
① ５分科会(高齢者等/災害時/広報/ボランティア/子育て)の活動支援
② 幹事会（年７回）
、全体会（１回）の開催
６ 区社会福祉協議会との連携
７ 連合ふれあいスポーツまつり、連合防災訓練への協力
≪平成 29 年度 予 算≫
収

入

支

繰越金

267,378

事業費

助成金収入

324,285 区社協、市社協
賛助会費還元金

調査・研修費

724,350 １世帯 150 円

広報

独自会費
編集委員：水越春彦 本間和男 片山榮一 杉本須美子 服部泰子
協
力：栄区社会福祉協議会 中野地域ケアプラザ
連 絡 先：中野地域ケアプラザ （担当：遠山 TEL 045-896-0711

本三みらい

雑収入

0

事務費・会議費
助成金
その他

FAX 045-896-0713）

次年度繰越金
収入計

1,316,013

支出計

出
465,000 慶寿会、敬老事業
30,000 研修会費等
125,000 事務用品、活動費等
45,000 本三みらい発行
350,000 福祉関係 11 団体
90,000 渉外費､会費､予備費
211,013
1,316,013

平成 29 年６月１日
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福 祉 関 係 １１ 団 体 の 平 成 ２９ 年 度 事 業 予 定
◎民生委員児童委員協議会
６月１７日(土) 研修会「介護保険制度」
７月１５日(土) 研修会「施設見学」
８月１９日(土) 研修会「認知症サポート」
９月１７日(日) ふれあいスポーツまつり
１０月 １日(日) 赤い羽根街頭募金活動
１０月２９日(日) 慶寿会
１１月１８日(土) 研修会「内容未定」
１月、２月
研修会「内容未定」

◎ぐるーぷ・なのはな
４月１８日(火) ボッチャ
５月１６日(火) 大正琴
６月２０日(火) ボッチャ
７月１８日(火) マンドリン
８月２９日(火) 食事会
９月１９日(火) 男声コーラス
１０月１７日(火) セルプ杜との交流
１１月２１日(火) ボッチャ
１２月１９日(火) クリスマス会
１月１６日(火) 新年会
３月２０日(火) ボッチャ
会場：中野地域ケアプラザ
時間：13:00～

◎交通安全母の会
４月 新入学児童交通安全キャンペーン
７月 交通安全と防犯の集い
チャイルドシート指導者講習会
はたらくくるまだいしゅうごう
９月 交通安全十五夜キャンペーン
１１月 研修会「県警本部見学」
本郷小コミュニティハウス作品展
（交通安全ポスター掲示）
１２月 年末交通事故防止キャンペーン
交通安全クリスマスキャンペーン
２月 交通安全節分キャンペーン
３月 交通安全三世代交流大会

◎配食グループ こだま
毎週木曜日
(５週目と祝日を除く)
地域に住む高齢者に、温
もりのある家庭の味（昼
食４５０円）を宅配して
います。
活動場所：
中野地域ケアプラザ

★中野・富士見ふれあいサロン
４月 ６日(木) お花見
５月１１日(木) 輪投げ
６月 １日(木) 健康体操
７月 ６日(木) ｶﾗｵｹ・防犯講話(※)
９月 ７日(木) シャンソン(※)
１０月 ５日(木) マジックショー
１１月 ２日(木) 体操
１２月 ７日(木) ハーモニカ(※)
２月 １日(木) トランプ､かるた
３月 １日(木) みんなで歌おう(※)
会場：本郷小学校コミュニティハウス
本郷富士見ヶ丘自治会館(※)
時間：13:30～

◎こども広場モーリーズ
毎月第 2、第４月曜日(12 月のみ第 2､第 3 月曜日)
内容：親子体操、おはなし会、おもちゃ病院、子育て相談や
季節のイベント（七夕まつり、お月見、ハロウィン、クリスマ
ス飾り作り、おもちつき、ひな祭り）、ベビーマッサージ、パ
ン作り教室など。
こどもの遊び場として、友達・仲間づくりの場として、ママの
ホッとできる場として、楽しい子育てライフを応援します。
会場：中野地域ケアプラザ
時間：10:00～14:30

★いきいき健康づくり
４月２５日(火) 本山式筋ﾄﾚ・脳ﾄﾚ
５月 ６日(土) ハイキング(※)
６月２７日(火) ストレッチ体操
７月２５日(火) リズム体操
９月２６日(火) ストレッチ体操
１０月２５日(水) 本山式筋ﾄﾚ・脳ﾄﾚ
１１月
(土) ハイキング(※)
１月２４日(水) 本山式筋ﾄﾚ・脳ﾄﾚ
２月２７日(火) リズム体操
３月２８日(水) ストレッチ体操
会場：中野地域ケアプラザ(※を除く)
時間：13:30～(※を除く)

★プリンス会館おしゃべりサロン
４月２５日(火) ギター演奏
５月２６日(金) ハーモニカ
６月 23 日(金) ハンドベル
７月２５日(火) マジック
９月２０日(水) 女性コーラス
１０月
ライアー
１１月２９日(水) マンドリン
１月
お茶会
２月２０日(火) オカリナ
３月
民謡
会場：港南台プリンスハイツ集会所
時間：14:00～

★鍛冶ヶ谷・ローレル地区ふれあいサロン
４月２８日(金) 歌声喫茶・カラオケ
５月２６日(金) 筋トレ体操
６月３０日(金) 落語
７月２８日(金) 演奏会
９月２９日(金) 歌声喫茶・カラオケ
１０月２７日(金) 体操
１１月２４日(金) 落語
１２月２２日(金) クリスマス会
１月２６日(金) 新年会
２月２３日(金) 演奏会
３月３０日(金) お花見（10:00～）
会場：ローレルスクエア港南台ｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ
時間：13:30～

★印の事業は、誰でも
自由に参加できます。
皆さまのご参加をお
待ちしています。

（予定は変更になる場合があります。）

★みんなの広場たけのこ
４月２３日(日) たけのこまつり
６月２５日(日) マジックショウ
７月 ９日(日) ころころアイス
９月２４日(日) 歌声喫茶
１０月２２日(日) 科学で遊ぼう
１２月 ３日(日) ｸﾘｽﾏｽ飾り作り
１２月２３日(祝) しめかざり作り
１月１４日(日) どんど焼き(※)
１月２７日(土) 未定
２月２５日(日) 未定
会場：中野地域ケアプラザ(※を除く)
時間：13:30～ （※は 11:00～）

★なでしこサロン
４月１３日(木) 南京玉すだれ
５月１１日(木) 防犯講話、カラオケ
６月 ８日(木) ギター
７月１３日(木) カラオケ
９月１４日(木) 民謡
１０月１２日(木) マンドリン
１１月 ９日(木) カラオケ
１２月１４日(木) ハンドベル
１月１１日(木) 獅子舞・手品
２月 ８日(木) ビデオ視聴
３月２２日(木) お花見（11:00～）
会場：鍛冶ヶ谷集会所
時間：1３:30～

平成 28 年度 栄区社会福祉協議会賛助会費 協力の御礼
本郷第三地区社会福祉協議会では、皆様のご協力により、賛助
会費は１０７名、合計 15５，000 円 の実績になりました。
ご厚志に感謝申し上げます。
配分還元費につきましては、地域の福祉活動に有効に使用させ
ていただきます。

