
事 業 報 告

１．基本目標 ： 安心して暮らせる地域づくり～話し合う、助け合う、備える～
（１）地域で助け合う組織づくりの活動

実施内容 開催状況等
１．ふれあいいきいきサロンの立ち上げ支援

・立ち上げの相談支援
東地区 榎川下、鹿原西、朝来新町、小倉、溝尻中町 １２件
西地区 伊佐津、今田、野村寺、富室、大野辺、公文名、

建部

2 孤立を防ぐ見守り活動
○ふれあいいきいきサロン支援事業
・地域ふれあいいきいきサロン活動を支援 市内 ４５か所

相談支援、情報提供、助成、備品貸し出し、ボランティア
等の調整など

・地域ふれあいサロン活動者研修交流会の開催 1月23日
講 演 「回想法実践者養成講座（基礎）」 中総合会館

回想法の効果と技法 ４９名
講 師 神戸女子大学健康福祉学部社会福祉学科

准教授 津田理恵子氏
・地域ふれあいサロンボランティア講座の開催 3月6日

講 義 「誰もが集える地域の居場所づくり講座 ３９名
～舞鶴のふれあいサロン活動と立ち上げの
いろは～」

実践発表 白浜台ふれあい交流サロン／サロン堀上
○お話しボランティアによる要支援者宅訪問
・地域包括支援ｾﾝﾀｰ、ｹｱﾏﾈ等を通じて、在宅の要支援者宅
を定期的に訪問し、閉じこもり、孤立化を防ぐ

登録者数 ２３名
活動者数 １２名
訪問世帯数 ６世帯
新規相談 ９件

○高齢者見守り活動強化事業（府社協助成事業）

・ひとり暮らし高齢者、要支援者宅への友愛訪問、サロン ３３団体
活動等の参加者・実施回数の増加、内容の充実を図る ４１事業

○在宅高齢者緊急訪問事業（府補助事業） 7月に実施
・サロン実施団体へチラシ、冷却ジェル配付 13団体200パック

3 地域福祉推進組織づくりの支援 9月4日
◎地域を見直そう地域懇談会の開催 11月8日
・中舞鶴地区 1月20日
自治会役員、民生・児童委員、地域包括支援センター職 2月26日
員が集まり、地域課題を共有し支え合いの必要性について 3月18日
話し合う場を設ける 3月26日

○地域福祉活動を行う団体等への事業費助成
４団体４事業



○「第３２回身体障害者・児と家族の集い」(南福祉協議会主催) 8月25日
への協力と事業費助成 南公民館

７４名
○「家族でボランティア体験事業」の実施（実行委員会主催）

・明倫、吉原地区「家族でボランティア体験事業」 11月10日
お餅つき、マジックショー等 西市民プラザ

１１６名
・城南地区「親子でボランティア体験事業」 11月4日

うどん作りと輪投げで高齢者との交流 城南会館
６２名

○ホタルの夕べ・交歓会の実施（実行委員会との共催）

・大浦地区旧原小学校区内の各団体で組織した実行委員会 6月8日
との共催で、地元住民と児童養護施設舞鶴双葉寮の児童と 河辺原公民館
の交流事業を実施 ６１名

4 災害に備えた地域づくりの支援
○子どもの見守り活動への支援
・交通安全看板の整備（民児協・自治会に配付・掲出） １１枚

２．基本目標 ： 地域を支える人づくり～高める、考える、育てる～
（２）福祉への関心を高める活動

実施内容 開催状況等
1 青少年に対する福祉学習の機会づくり
○「社会福祉体験学習」を福祉施設と共催で実施 市内８施設
中学生・高校生を対象に施設利用者との交流、施設職員の 7月～8月
仕事、ボランティア活動等への理解を深める 中学生１７名
・福祉職への関心を高めるコースを設定（高校生のうち12名） 高校生１４名

◎次世代の担い手育成事業への協力
・小・中学校の総合的な学習の時間等を活用して、福祉の
現場を知り、仕事の魅力に触れ、福祉分野の現状や職業に ９月～３月
ついて理解を深めることを目的とした事業

福祉の現状についての学習、福祉施設での体験など
実施校：倉梯第二小学校４年生２クラス 真愛の家寿荘

和田中学校 １年生２クラス アザレア舞鶴
○福祉教育推進校助成事業を実施 ７校
市内の学校で行われる福祉教育事業に助成 １１事業

2 地域福祉推進に向けた学習の機会づくり
○地域住民の福祉への関心を高める機会づくり ９施設
・福祉施設と地域との交流事業への助成 ９事業

3 福祉に対する理解を深める活動
○学校での福祉学習、総合学習への協力
・福祉体験機材の貸し出し

車椅子 ４校
アイマスク ５校
点字器 １校
疑似体験セット ３校



○第３１回「障害者ふれあい行動デイ」（障害者週間啓発事業）
・公演：「みずなぎ鹿原学園生の歌と踊り」 12月3日

「舞身連有志による歌と踊り」 １４０名
・講演：「防災について～自分の命は自分で守る、自分たち 中総合会館

の地域は自分たちで守る～」 市危機管理・防災課
・啓発活動

東西ショッピングセンター前等でチラシ配布 12月1日
市内１０か所で横断幕・のぼりの掲出 11月26日～

12月17日
中総合会館１階ロビーでパネル展示 12月3日～8日

4 社会福祉大会の開催・参加
○舞鶴市社会福祉大会を市と共催で開催 3月2日
・市長表彰（３９個人、２団体） 中総合会館
・会長表彰（２５個人、３団体）、感謝状（２団体３名） １５０名
・高校生４名による社会福祉施設における体験学習の発表

○京都府社会福祉大会への参加 10月31日
・知事表彰（１９個人、４団体） 京都テルサ
・府社会福祉協議会長表彰（２３個人、２団体） ２４名
・京都府共同募金会長表彰（１個人、５団体）

（３）誰もが参加できるボランティア活動
実施内容 開催状況等

○ボランティアセンター登録状況（26．3．31現在）

９６グループ １,１９３名
個人 １０名

計 １,２０３名
1 ボランティア相談窓口の充実
○ボランティアセンターでの活動相談

活動相談 ７３件
活動紹介等需給調整 ４４件

○ボランティアセンター運営委員会、各部会、交流会の開催
正副委員長会 １回
運営委員会 ２回
運営委員会部会（調査・広報、研修、交流） 延べ９回

2 ボランティア活動の充実
○研修等の実施
・第２３回ボランティア活動フォーラム

講 演 見えない世界を生きるとは 10月11日
講 師 松永信也氏 中総合会館

４６名
・ボランティア先進地視察研修
福祉のまちづくり研究所 11月27日

神戸市
３３名



・おはなしボランティア更新説明会 3月28日
おはなしボランティアが集い、事業報告や運営方法等に 中総合会館
ついて意見交換 ５名

・第２４回ふれあいバザー 8月31日
中総合会館

協力ボランティア 延べ１４９名
協力物品点数 １,６０５点
売上総額 ２９０,３５２円
純利益 ２１３,４５３円

○情報の提供
・ボランティアセンターだよりの発行 年３回

延べ６,０００部
○ボランティア活動支援
・ボランティア活動助成金の交付 ４６グループ
・ボランティア交流会 7月19日

登録グループが互いに日頃の活動紹介や情報交換 中総合会館
５１名

・食事サービス事業等従事者の検便を実施 受検者１６９名
・活動機材等の貸出

プロジェクター ９件
スクリーン ４件
ビデオテープ・ＤＶＤ ５件
レクリエーション機材 １６件
その他（マイク等） ５件

3 新たなボランティアの養成
○ボランティア養成講座
・障害児者地域生活サポートボランティア養成講座 7月25日

特別支援教育と障害について 9月28日
ボランティア活動について等 中総合会館

１８名
・点字ボランティア養成講座（全１０回） 6月13日～

3月13日
中総合会館

３名
○ボランティア活動の啓発
・ボランティア活動をすすめる集い 3月5日
講 演 誰もが集える地域の居場所作り講座 中総合会館

～「まちの縁側作り」の先駆者に聞く！～ ４８名
講 師 一般財団法人まちの縁側クニハウス

＆まちの学び舎ハルハウス
代表理事 丹羽國子氏



３．基本目標 ： 暮らしを支える仕組みづくり～支える、見守る、助け合う～
（４）安心して地域生活をおくるための活動

実施内容 開催状況等
1 生活支援サービス事業の展開
◎「地域支えあいサポーター対人援助基礎講座」の開催 1月30日

受講者 ３０名 2月6日・13日
登録者 ２４名 ・20日

2 在宅生活を支えるサービスの提供
○家族のための介護講座（中央公民館と共催） 11月5日・12日
・介護保険について 19日
・車椅子介助・食事介助の方法等 中総合会館

延べ １５名

○大人用紙おむつ購入割引券・補助券の発行
・紙おむつ割引券の配付 １,０１３名

使用枚数（１人月２００円×３枚） １９,３６７枚
・紙おむつ購入補助券の配付 ８８７名

使用枚数（１人５００円×３枚） ２,１５８枚
○介護機器の貸し出し

車椅子（福祉教育での貸し出しを除く） ２５件
吸引器 １件
エアマット ０件

○福祉車両の貸し出し
貸し出し人数・件数 延22人、113件

3 介護保険事業等の運営 26.3.31利用者数
○訪問介護事業 ４８名
○障害者居宅介護支援事業 ２３名
○居宅介護支援事業 プラン作成２７名
○福祉送迎サービス事業

運転協力者（26.3.31現在） １３名
利用会員（26.3.31現在） ２３名
利用件数 延べ５５１件
総走行距離 ８,４７５km

4 福祉サービス利用援助事業の実施
在宅の認知症、精神・知的障がい等の方の日常的な金銭
管理を支援
・契約件数（26.3.31現在）

認知症 １９件
精神障がい １２件
知的障がい ８件
その他（高次脳機能障害） １件

合 計 ４０件
○事業の実施状況

新規契約件数 ５件
解約件数 ９件
ケース会議回数 年５０回
相談・連絡調整件数 年５,５３５件



○生活支援員の登録状況と研修
・生活支援員登録者数 （26.3.31現在） 男性 ５名

女性 ２６名
計 ３１名

・生活支援員新任研修（府社協主催） 5月23日・３名
・生活支援員現任研修（府社協主催） 11月15日・１１名
・生活支援員研修（市社協主催） 3月10日・２０名

5 相談体制の充実
○ふれあい福祉センター心配ごと相談窓口の開設
常設相談所として、本会役員・民児協会長が相談員となり、
生活課題・介護等の相談に対応

開設日数 ２４３日
相談件数 ３０３件

6 福祉資金貸付事業
○生活福祉資金貸付事業

総合支援資金 ６件
教育支援資金 １６件
福祉資金 ７件
緊急小口資金 １２件

合 計 ４１件
取り下げ １件

○応急援護資金貸付事業 １０２件
・貸付件数 1,923,000円

7 舞鶴こども発達支援施設さくらんぼ園の運営 在園児８４名
○児童発達支援事業 （26．3.31現在）
・発達支援を必要とする子ども達への療育指導 利用人員年間
・保育所・幼稚園巡回等支援事業の実施 延べ９１７名
・保護者支援（母親教室、保護者学習会） 延べ利用回数
・療育相談（ﾋﾟｱｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ事業含む） ２，７６３回
・作業療法士による療育の実施
・公立保育所との人事交流の検討

４．基本目標 ： 人々がつながり合うきっかけづくり
～機会づくり、場づくり、仲間づくり、生きがいづくり～

（５）人とひとがつながる活動
実施内容 開催状況等

1 民生・児童委員協議会との協働事業
○民児協と共催で高齢者や子育て世帯を対象とした集いや １２民児協
友愛訪問活動等を実施 ４３事業

2 ボランティアグループとの協働事業
○ボランティアグループと共催で高齢者、障がい者、児童を ８グループ
対象とした集いなどを実施 ９事業



3 スポーツ・レクリエーション活動等への協力
・第３６回「福祉スポーツの集い」（実行委員会主催） 6月6日

ニュースポーツ 文化公園体育館
２１１名

・第３７回「福祉スポーツの集い」（実行委員会主催） 10月24日
（台風接近に
伴い中止）

・第２８回「舞鶴市身体障害者交流運動会」 6月30日
（舞鶴市身体障害者団体連合会主催） 文化公園体育館

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ登録ｸﾞﾙｰﾌﾟとともに運営に協力 ２４７名
・第３２回「舞鶴市ふれあいレクリエーション」（実行委員会主催）

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ登録ｸﾞﾙｰﾌﾟとともに運営に協力 (台風接近に
伴い中止)

4 敬老会事業への支援
・主催団体に補助金の交付 １８，３８１名分
・敬老会公演出演者・記念品等の紹介

（６）当事者を支える活動
実施内容 開催状況等

1 当事者団体等の活動支援
◎ひとり親家庭こども学習塾
夏休み中の毎日曜日に小学生を対象に退職教員・BBS会員 7月～8月延べ
が指導者となり、子どもの居場所をつくる ５日間

参加延べ４３名
指導者延べ２３名

○当事者団体実施事業への助成 ３団体、６事業

2 当事者を支援する団体等の活動支援
○第３１回「少年の主張」大会に協力 6月15日

審査員として出席と会長賞の授与と事業助成 中総合会館
○第６３回社会を明るくする運動への協力 6月24日

運動開催協力と事業助成 市政記念館
○更生保護団体の事業への助成 ２団体、２事業
○不登校の教育施設等の事業への助成 ３施設、３事業

５．基本目標 ： ともに歩む、見える社協づくり～役立つ、頼られる、輝く社協へ～
（７）地域を知る、地域に知らせる活動

実施内容 開催状況等
1 福祉ニーズ把握のための調査活動

2 福祉情報の発信と提供
○機関紙「まいづるのふくし」の発行 年３回

延べ１７,５００部
○ホームページの活用

年間アクセス件数 １１,９６３件



（８） 安定した法人運営を図るための活動
実施内容 開催状況等

1 法人運営
○会議・委員会の開催

正副会長会 １回
理事会 ３回
評議員会 ３回
歳末友愛運動配分委員会 ３回
歳末友愛運動小委員会 ２回

2 財源の強化
○会費納入状況

一般会費 ５,６５７,２００円
２８,２８６世帯

賛助会費 ２,７４３,０００円
２,４６２件

特別会費 ５５９,０００円
１８５件

団体会費 １１０,０００円
７団体

施設会費 ２１４,０００円
３１施設

○法人への寄付 ２６件
４，５５７，０３７円

車椅子１台他
○歳末友愛運動募金活動

目標額 ６,０９６,８８１円
実績額 ５，４４９，８６０円
達成率 ８９．３％
地域募金 ２５,５６３世帯
団体募金 １１団体
配分内訳

地域要援護世帯 ２４９世帯
在宅障がい児 １８２名
障がい者団体・児童養護施設・認可外保育施設 ７団体、４施設
歳末ボランティア実践活動 １４グループ
大人用紙おむつ購入補助券 ８７７名
貸出用介護機器の整備 ５点
東日本大震災避難世帯 ４世帯

○舞鶴市共同募金会
・赤い羽根共同募金運動

目標額 １１,８０４,０００円
実績額 １０,６１８,２９５円
達成率 ８９．９６％
街頭募金活動を実施 まいてﾌｪｽﾀ会場（中総合会館） 10月20日

・東日本大震災義援金の受付
（受付期間 平成25年4月1月～平成26年3月31日） ３７,８８１円

・上記以外の災害義援金の受付
（山口県大雨災害、島根県大雨災害、岩手県豪雨・大雨 ５地域
災害、秋田県大雨災害、埼玉県竜巻災害） ３,４３１円



台風１８号災害 舞鶴災害ボランティアセンターの活動
実施内容等 開催状況等

○センターの構成団体と開設期間
構成団体：公益社団法人舞鶴青年会議所、 9月18日～26日

ＮＰＯ法人ガバナンス舞鶴、 （９日間）
社会福祉法人舞鶴市社会福祉協議会、
舞鶴市ボランティアセンター

開設場所：舞鶴市喜多 舞鶴21ビル
○活動内容と実績
ボランティア受付と被災世帯支援 ボ ラ ン テ ィ ア受入数
畳や家財道具の運び出し、泥出しなど １ ,１ ６ ６名

活動件数 ２０８件



（小学校６校、中学校１校）

№ 学校名 実施日(月) 事業内容 主な場所
参加
者数

1 池内小 平成25年9月5日
敬老の日
折り鶴・手紙のプレゼント

池内小学校 514

2 中筋小 平成25年9月16日 中筋校区敬老会（手紙をプレゼント）
　※台風の影響で敬老会自体は中止→戸配

中筋小学校 1,570

平成25年9月22日
敬老会に参加し、作文・歌・踊りを披
露

青井地区

平成25年12月3日 地域の福祉施設を訪問 福井小学校

平成26年2月22日

平成26年3月4日

平成25年9月15日
余内敬老会
「敬老の日」の手紙を書こう

余内小学校 1,882

平成26年3月20日
スクールガード等地域の方々への「あ
りがとう集会」

余内小学校 647

平成25年9月16日 朝来校区敬老会（手紙をプレゼント）
　※台風の影響で敬老会自体は中止→戸配

朝来小学校 622

平成26年2月22日
登下校見守り協力の地域の方や学校行
事・外部講師でお世話になった方への
花と手紙のプレゼント

朝来小学校 451

6 加佐中 平成25年10月5日
花いっぱい運動
（ひとり暮らし高齢者宅訪問）

加佐地域全域 267

7 倉梯小 平成25年12月13日 福祉施設・地域の方への花鉢の配付 倉梯小学校 71

合計人数 6,314

余内小4

朝来小5

290

平成２５年度　福祉教育推進校助成事業一覧

花と手紙のプレゼント
福井小学校、校区内
の各地域

福井小3



高齢者対象事業（１２民児協）

対象者 関係者 合　計

1 三 笠
平成25年4月

～9月
誕生日友愛訪問(前期)

70歳以上ひとり暮ら
し高齢者

82 15 97

2 明 倫 平成25年4月6日 高齢者ふれあいの集い
ひとり暮らし・ふた
り暮らし高齢者

71 27 98

3 余部上下 平成25年4月16日
ひとり暮らし高齢者花見の
集い

ひとり暮らし高齢者 73 67 140

4 森 平成25年4月20日 生きいきモーニングサロン ひとり暮らし高齢者 32 20 52

5 行 永 平成25年5月中
ひとり暮らし高齢者友愛訪
問

70歳以上ひとり暮ら
し高齢者

330 26 356

6 城 北 平成25年5月11日
高齢者ふれあいの集い(魚
屋地区)

65歳以上のひとり暮
らし高齢者

50 10 60

7 行 永 平成25年5月18日
ひとり暮らし高齢者食事
サービスの集い

70歳以上ひとり暮ら
し高齢者

40 20 60

8 森 平成25年5月22日 福祉と健康を守る集い ひとり暮らし高齢者 42 19 61

9 城 北 平成25年5月25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

57 19 76

10 城 北 平成25年6月16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

83 19 102

11 由 良 川 平成25年6月24日
神崎(高齢者)ふれあいのつ
どい

65歳以上の独居・80
歳以上の高齢者

36 18 54

12 余部上下 平成25年6月25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

41 24 65

13 城 北 平成25年8月7日
ひとり暮らし世帯・お元気
ですか訪問

ひとり暮らし・寝た
きり世帯

283 19 302

14 森 平成25年8月24日 生きいきモーニングサロン ひとり暮らし高齢者 27 19 46

15 余 内
平成25年9月7日

～15日
敬老の日「友愛訪問」

ひとり暮らし・寝た
きり老人

370 17 387

16 行 永 平成25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

50 26 76

17 三 笠
平成25年10月

～3月
誕生日友愛訪問(後期)

70歳以上ひとり暮ら
し高齢者

117 15 132

18 行 永 平成25年10月5日
ひとり暮らし高齢者食事
サービスの集い

70歳以上ひとり暮ら
し高齢者

36 21 57

19 新 舞 鶴 平成25年10月11日
ひとり暮らし高齢者ふれあ
いの集い

ひとり暮らし高齢者 53 23 76

20 由 良 川 平成25年10月16日 八雲ふれあいのつどい
65歳以上の独居・80
歳以上の高齢者

21 田 辺 平成25年10月29日 ふれあいサロン 地域の高齢者 40 20 60

22 森 平成25年12月15日 生きいきモーニングサロン ひとり暮らし高齢者 31 75 106

23 余部上下 平成25年12月18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

68 52 120

24 城 北
平成25年12月22日
～平成26年1月4日

お元気ですか訪問
寝たきり・ひとり暮
らし高齢者

278 37 315

平成２５年度　民生児童委員協議会との協働事業実績

参加者

(台風のため中止)

№ 民児協 開催日時 事　業　名　・　事　業　内　容 対　象　者



対象者 関係者 合　計

25 森 平成26年2月21日 生きいきモーニングサロン ひとり暮らし高齢者 19 27 46

26 城 南 平成26年3月26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

78 26 104

合　　計 2,387 661 3,048

子育て支援事業（８民児協）

対象者 関係者 合　計

1 新 舞 鶴 平成25年6月13日 子育てふれあいの集い
0～3歳児とその母
親、保護者

91 26 117

2 田 辺 平成25年7月1日 子育てのつどい 乳幼児とその保護者

3 田 辺 平成25年7月2日 子育てのつどい 乳幼児とその保護者

4 城 南 平成25年7月6日 子育て懇談会
3歳未満児とその保護
者

30 24 54

5 余部上下 平成25年7月28日
中まいづる子育て交流の集
い

４歳未満の乳幼児と
その保護者

33 27 60

6 明 倫 平成25年9月21日 ひよこ教室 乳幼児とその保護者 43 18 61

7 行 永 平成25年10月17日 子育てふれあい広場
3歳以下の子どもと保
護者

60 19 79

8 三 笠 平成25年10月23日 親子の集い
4歳以下の幼児とその
保護者

26 13 39

9 田 辺 平成26年3月3日 子育ての集い 乳幼児とその保護者 47 14 61

合　　計 395 165 560

児童対象事業（３民児協）

対象者 関係者 合　計

1 三 笠 平成25年7月24日 たそがれ映画祭
3歳以上の子どもとそ
の保護者

2 三 笠 平成25年7月26日 たそがれ映画祭
3歳以上の子どもとそ
の保護者

3 余 内 平成25年7月26日 余内子ども青空広場 小学生3年～6年 76 21 97

4 余 部 上 平成25年8月10日 夏休み親子お楽しみ会
小学校以下の児童と
保護者、高齢者

43 22 65

合　　計 226 102 328

107 59 166

事　業　名　・　事　業　内　容

65 24 89

№ 民児協 開催日時 事　業　名　・　事　業　内　容 対　象　者
参加者

民児協 開催日時 対　象　者
参加者

№ 民児協 開催日時 事　業　名　・　事　業　内　容 対　象　者
参加者

№



障がい者対象事業（１民児協）

対象者 関係者 合　計

1 余 部 下
平成25年12月4日

～9日
重度心身障害者友愛訪問 重度心身障害者 49 13 62

合　　計 49 13 62

地域住民全般対象事業（１民児協）

対象者 関係者 合　計

1 明 倫 平成25年10月5日 万が一に備えた地域の底力 地域住民 46 42 88

合　　計 46 42 88

たより（２民児協）

対象者 関係者 合　計

1 余 部 上 年12回
余部上コミュニティニュー
ス

余部上地区回覧 1,200 240 1,440

2 城 南 年6回 城南のふくし発刊 城南地区自治会回覧 2,568 144 2,712

№ 民児協 開催日時 事　業　名　・　事　業　内　容 対　象　者
参加者

対　象　者
参加者

民児協

民児協 開催日時 事　業　名　・　事　業　内　容 対　象　者

開催日時 事　業　名　・　事　業　内　容

参加者
№

№



高齢者対象事業（２グループ）

№
ボランティア
グループ名

開催日時 事業名・事業内容 対象者
参加
者数

関係
者数

合計

1
舞鶴日赤病院ボ
ランティア会

平成25年7月3日
七夕まつり患者ふれあいレク
リエーション

入院患者 175 26 201

2 まこも会 平成25年7月10日
まこも会だより発行・高齢者
宅友愛訪問

ひとり暮らし高
齢者

80 20 100

3 まこも会 平成25年12月11日
東地区・三宅地区合同ふれあ
いクリスマス会

ひとり暮らし高
齢者

17 11 28

272 57 329

障がい者対象事業（４グループ）

№
ボランティア
グループ名

開催日時 事業名・事業内容 対象者
参加
者数

関係
者数

合計

1 こだま会 平成25年5月18日 朗読コンサート
一般市民、障が
い者等

95 71 166

2 つたの会 平成25年6月16日
聴覚障がい者との交流「丹波ﾜｲﾝ
ﾊｳｽ&京都水族館見学研修」

聴覚障がい者 19 23 42

3 ハーネス 平成25年11月2日 ハーネス交流会
視覚障がい者と
その家族

16 22 38

4 木曜会 平成26年3月13日
声のたより「やまびこ」愛聴
者交流会

視覚障がい者 17 28 45

147 144 291

児童対象事業（１グループ）

№
ボランティア
グループ名

開催日時 事業名・事業内容 対象者
参加
者数

関係
者数

合計

1
ホタルの夕べ実
行委員会

平成25年6月8日 ホタルの夕べ交歓会
地元児童と双葉
寮児童

29 32 61

29 32 61

住民対象事業（１グループ）

№
ボランティア
グループ名

開催日時 事業名・事業内容 対象者
参加
者数

関係
者数

合計

1 むつぼし会
平成25年6月13日～
平成26年3月13日

点字翻訳ボランティア養成講
座

一般市民 3 5 8

3 5 8

８グループ　９事業

平成２５年度 ボランティアグループとの協働事業


