
高齢者対象事業（１２民児協）

対象者 関係者 合　計

平成29年4月21日 ひとり暮らし高齢者花見の集い ひとり暮らし高齢者 60 47 107

平成29年6月7日
ひとり暮らし高齢者の健康と福
祉を考える集い

65歳以上のひとり暮
らし高齢者

34 28 62

平成29年12月12日
ひとり暮らし高齢者クリスマス
の集い

地域のひとり暮らし
高齢者

46 59 105

三 笠
平成29年4月～
平成30年3月

誕生日友愛訪問
70歳以上ひとり暮ら
し高齢者

203 32 235

平成29年4月8日
平成29年9月2日

生きいきモーニングサロン（２
回）

ひとり暮らし高齢者 51 28 79

平成29年7月3日 第54回福祉と健康を守る集い ひとり暮らし高齢者 35 15 50

平成29年12月24日
生きいきモーニングサロン(ク
リスマス会)

ひとり暮らし高齢者 45 59 104

平成29年5月27日
平成29年10月7日
平成29年11月25日
平成30年3月24日

ひとり暮らし高齢者食事サービ
スの集い（４回）

70歳以上のひとり暮
らし高齢者

150 83 233

平成29年6月中 一人暮らし高齢者友愛訪問
一人暮らしの高齢者
世帯

380 26 406

平成29年10月中 寝たきり者世帯友愛訪問
寝たきりの高齢者世
帯

46 16 62

青 葉 平成29年4月～10月
朝来生きいきサロン
（１２回）

朝来地区の60歳以上
の高齢者

199 52 251

平成29年5月20日
高齢者ふれあいの集い
（魚屋地区）

ひとり暮らし高齢
者・世帯

45 5 50

平成29年5月27日
高齢者ふれあいの集い
（吉原地区）

ひとり暮らし高齢
者・世帯

62 16 78

平成29年5月28日
高齢者ふれあいの集い
（四所地区）

ひとり暮らし高齢
者・世帯

99 21 120

平成29年8月8日〜平
成29年8月31日

お元気ですか訪問
ひとり暮らし・寝た
きり高齢世帯

290 19 309

明 倫 平成29年4月8日 第31回高齢者ふれあいの集い
ひとり暮らし高齢
者・世帯

88 23 111

田 辺 平成29年11月6日 ふれあいサロン
地域のひとり暮らし
高齢者

60 20 80

城 南 平成30年3月27日
高齢者の福祉と安心・安全の集
い

概ね65歳以上の高齢
者

75 27 102

余 内 平成29年9月18日 敬老の日「友愛訪問」
ひとり暮らし・寝た
きり高齢者

385 18 403

平成29年6月21日 神崎ふれあいのつどい
60歳以上の独居・75
歳以上の高齢者

31 29 60

平成29年10月27日 八雲ふれあいのつどい
60歳以上の独居・75
歳以上の高齢者

63 33 96

合　　計 2,447 656 3,103

平成２９年度　民生児童委員協議会との協働事業実績

民児協 開催日時 事業名・事業内容 対　象　者
参加者（人）

余部上下

森

行 永

城 北

由 良 川



子育て支援事業（１０民児協）

対象者 関係者 合　計

余部上下 平成29年6月25日
第18回まいづる子育ての集い
(どんぐりちゃん､あつまれ!)

0～未入学児及び保護
者

37 29 66

三 笠 平成29年10月5日 親子の集い
4歳以下の幼児とその
保護者

18 18 36

新 舞 鶴 平成29年6月13日 第16回子育てふれあいの集い
0～ 3歳児とその母
親、保護者

52 20 72

平成29年6月20日 第10回すくすく子育てサロン 0～3歳児とその親 28 16 44

平成29年10月20日 第11回すくすく子育てサロン 0～3歳児とその親 16 13 29

平成29年4月28日 第16回子育てふれあい広場
3歳以下の乳幼児と保
護者

45 23 68

平成29年10月20日 第17回子育てふれあい広場
3歳以下の乳幼児と保
護者

34 21 55

青 葉 平成29年6月29日 親と子のつどい　七夕まつり
3歳以下の未入園児と
保護者

46 22 68

平成29年7月4日 第47回子育てのつどい 乳幼児とその保護者 28 13 41

平成30年3月2日 第48回子育てのつどい 乳幼児とその保護者 20 14 34

城 南 平成29年7月1日 第22回子育ての懇談会
3歳以下の乳幼児と保
護者

97 28 125

余 内 平成29年6月17日 余内ふれあい広場 乳幼児とその保護者 29 17 46

合　　計 450 234 684

児童対象事業（４民児協）

対象者 関係者 合　計

三 笠
平成29年7月26日
平成29年7月28日

たそがれ映画祭（2回）
3歳以上の子どもとそ
の保護者

71 50 121

余 内 平成29年7月28日 余内子ども青空広場 小学生3年～6年 120 35 155

由 良 川 平成29年5月26日 子ども大会
地区の児童、園児
みずなぎ卒園生

140 18 158

森 平成29年12月10日 冬休みぺったんこ大会
小学校1～3年の児童
と保護者

95 70 165

合　　計 426 173 599

障がい者対象事業（１民児協）

対象者 関係者 合　計

余 部 下
平成29年12月3日

～10日
重度心身障害者友愛訪問 重度心身障害者 44 15 59

合　　計 44 15 59

参加者（人）
民児協 開催日時 事業名・事業内容 対　象　者

参加者（人）

民児協 開催日時 事業名・事業内容 対　象　者
参加者（人）

民児協 開催日時 事業名・事業内容 対　象　者

森

行 永

田 辺



地域住民全般対象事業（１民児協）

対象者 関係者 合　計

城 南 平成29年12月24日
お餅つき大会及び寝たきり高齢
者友愛訪問

地域の親子、寝たき
り高齢者

72 37 109

たより（１民児協）

対象者 関係者 合　計

城 南 年6回 城南のふくし発刊 城南地区自治会回覧 435 25 460

参加者（人）

民児協 開催日時 事業名・事業内容 対　象　者
参加者（人）

民児協 開催日時 事業名・事業内容 対　象　者


