
平成30年度　事業報告書

月 �日 �事　　　業　　　内　　　容 �月 �目 �事　　　業　　　内　　　容 

4 5 �3 4 5 6 9 12 13 17 18 19 20 24 25 26 1 2 8 10 �お達者クラブ(中堂) �5 6 7 �25 30 1 4 5 6 7 11 14 15 19 20 21 25 26 27 28 4 5 6 9 12 �お達者クラブ(昭和) 

お達者クラブ(四枝) ���お達者クラブ(尾立) 

戦没者慰霊祭 ���お達者クラブ(古屋) 

お達者クラブ(古屋) ���第1回理事会 

お達者クラブ(立町) ���ボランティア合同会議 

お達者クラブ(上畑) ���お達者クラブ(中堂) 

お達者クラブ(神下) ���お達者クラブ(四枝) 

お達者クラブ(北麓) ���お達者クラブ(上畑) 

お達者クラブ(二反野) ���定例民生児童委員協議会 

お達者クラブ(南麓) ���お達者クラブ(立町) 

お達者クラブ(揚町) ���お達者クラブ(袖下) 

お達者クラブ(麓) ���お達者クラブ(東中坪) 

お達者クラブ(東中坪) ���お達者クラブ(南麓) 

赤十字奉仕団総会 ���お達者クラブ(二反野) 

お達者クラブ(宮原) ���お達者クラブ(揚町) 

お達者クラブ(富谷) ���第1回評議員会 

お達者クラブ(西中坪) ���お達者クラブ(麓) 

赤十字運動月間 ���綾町ボランティア連絡協議会総会 

お達者クラブ(中堂) ���お達者クラブ(宮原) 

お達者クラブ(四枝) ���お達者クラブ(富谷) 

定例民生児童委員協議会 ���お達者クラブ(西中坪) 

お達者クラブ(袖下) ���お達者クラブ(四枝) 

11 14 �お達者クラブ(古屋) ���お達者クラブ(上畑) 

お達者クラブ(北麓) ���赤い羽根福祉啓発事業 

お達者クラブ(立町) ���お達者クラブ(古屋) 

15 16 �お達者クラブ(二反野) ���お達者クラブ(立町) 

お達者クラブ(南麓) ���お達者クラブ(柿下) 

お達者クラブ(揚町) ��13 �お達者クラブ(北麓) 

17 �お達者クラブ(麓) ��17 20 �お達者クラブ(二反野) 

21 �お達者クラブ(東中坪) ���お達者クラブ(南麓) 

22 �お達者クラブ(宮原) ���お達者クラブ(東中坪) 

23 24 �決算監査 ��23 �東諸県郡民生・児童委員理事会 

お達者クラブ(富谷) ��24 �お達者クラブ(宮原) 

お達者クラブ(西中坪) ��25 �お達者クラブ(富谷) 
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平成30年度　事業報告書

月　日 �事　　　業　　　内　　　容 �月 �日 �事　　　業　　　内　　　容 

726 音 ! !27 �民生児童委員と小・中学校教職員との交換会 �10 11 12 �9 11 �お達者クラブ(尾立) 

お達者クラブ(西中坪) ���お達者クラブ(神下) 

お達者クラブ(昭和) ��12 �お達者クラブ(北麓) 

131 i :88 �お達者クラブ(尾立) ��15 �お達者クラブ(立町) 

環境ボランティア体験 ��16 17 �お達者クラブ(南麓) 

定例民生児童委員協議会 ���お達者クラブ(二反野) 
」　21 �サロン。ド。カフェ ���お達者クラブ(揚町) 

25 �県下一斉ボランティアの日 ��18 �お達者クラブ(麓) 

:94 呂5 6 7 10 �お達者クラブ(中堂) ��19 �お達者クラブ(東中坪) 

お達者クラブ(四枝) ��24 �高年者スポーツ大会 

お達者クラブ(上畑) ��30 31 2 5 6 8 9 11 �お達者クラブ(宮原) 

お達者クラブ(古屋) ���綾小ハンディキャップ体験 

お達者クラブ(立町) ���お達者クラブ(富谷) 

11 �お達者クラブ(尾立) ���県社会福祉大会 
i !12 i �お達者クラブ(二反野) ���お達者クラブ(古屋) 

13 �お達者クラブ(袖下) ���民生委員施設見学 
∴ 】14 �お達者クラブ(北麓) ���お達者クラブ(中堂) 

18 �お達者クラブ(南麓) ���お達者クラブ(上畑) 

19 �お達者クラブ(揚町) ���お達者クラブ(袖下) 

蔦　20 曇 �お達者クラブ(麓) ���お達者クラブ(北麓) 
( 　21 �お達者クラブ(東中坪) ���護国神社秋の大祭 

上〆 23 �定例民生児童委員協議会 ��12 �お達者クラブ(立町) 

東諸県郡民生。児童委員研修会 ��14 �お達者クラブ(富谷) 

小学校運動会街頭募金 ��16 20 21 �お達者クラブ(東中坪) 

26 �お達者クラブ(富谷) ���お達者クラブ(ニ反野) 

27 �お達者クラブ(西中坪) ���お達者クラブ(高麗) 

28 �お達者クラブ(昭和) ���お達者クラブ(揚町) 

101 2 4 �赤い羽根共同募金運動開始 ��22 �お達者クラブ(西中坪) 

お達者クラブ(宮原) ��26 �民生委員県外研修27日まで 

呉市災害派遣5日まで ��27 30 1 4 5 �お達者クラブ(宮原) 

お達者クラブ(中堂) ���お達者クラブ(昭和) 

お達者クラブ(上畑) ���歳末たすけあい募金開始 

5 �お達者クラブ(古屋) ���お達者クラブ(中堂) 

木城町民児協との意見交換会 ���お達者クラブ(四枝) 
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平成30年度　事業報告書

月 �目 �事　　　業　　　内　　　容 �月 �日 �事　　　業　　　内　　　容 

12 1 �5 �歳末たすけあい配分委員会 �1 �29 �お達者クラブ(二反野) 

7 �お達者クラブ(古屋) �2 3 �1 �お達者クラブ(古屋) 

10 1l �お達者クラブ(立町) ��4 �お達者クラブ(南麓) 

定例民生児童委員協議会 ��5 6 7 �お達者クラブ(中堂) 

お達者クラブ(尾立) ���赤い羽根配分委員会 

13 �お達者クラブ(袖下) ���お達者クラブ(四枝) 

14 �お達者クラブ(北麓) ���定例民生児童委員協議会 

18 19 �お達者クラブ(南麓) ���お達者クラブ(上畑) 

お達者クラブ(二反野) ��8 �お達者クラブ(北麓) 

お達者クラブ(揚町) ��10 �福祉大会バザー 

20 21 �お達者クラブ(西中坪) ��12 �お達者クラブ(尾立) 

お達者クラブ(麓) ��14 15 18 19 �お達者クラブ(袖下) 

お達者クラブ(東中坪) ���県民生委員児童委員協議会大会 

25 26 �お達者クラブ(宮原) ���お達者クラブ(東中坪) 

歳末たすけあい慰問 ���ボランティア連協研修会 

お達者クラブ(富谷) ���お達者クラブ(立町) 

31 �歳末たすけあい一人暮らしおせち料理配布 ���サロン・ド・カフェ 

8 �お達者クラブ(中堂) ���お達者クラブ(二反野) 

9 �お達者クラブ(四枝) ��20 �お達者クラブ(揚町) 

10 11 12 �お達者クラブ(上畑) ��21 �お達者クラブ(麓) 

お達者クラブ(袖下) ��22 �第2回理事会 

お達者クラブ(北麓) ��23 �国富町災害ボランティアセンター訓練 

お達者クラブ(古屋) ��26 �お達者クラブ(宮原) 

定例民生児童委員協議会 ��27 �お達者クラブ(富谷) 

消防始め式炊き出し訓練協力 ��28 �お達者クラブ(西中坪) 

15 �お達者クラブ(南麓) ��1 �お達者クラブ(古屋) 

16 �お達者クラブ(揚町) ��5 7 �お達者クラブ(中堂)’ 

17 �お達者クラブ(麓) ���第2回評議員会 

18 �お達者クラブ(東中坪) ���お達者クラブ(四枝) 

21 �お達者クラブ(立町) ���お達者クラブ(上畑) 

22 �お達者クラブ(宮原) ��8 11 �お達者クラブ(北麓) 

23 �お達者クラブ(富谷) ���定例民生児童委員協議会 

24 �お達者クラブ(西中坪) ���お達者クラブ(立町) 

25 �お達者クラブ(昭和) ��12 �お達者クラブ(西中坪) 
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平成30年度事業報告書

出目 �事　　　業　　　内　　　容 �月 �目 �事　　業　　　内　　　容 
314 15 19 20 22 25 へ28 �お達者クラブ(麓) � � � 

お達者クラブ(神下) 

お達者クラブ(東中坪) 

第3回理事会 

お達者クラブ(南麓) 

お達者クラブ(二反野) 

お達者クラブ(揚町) 

お達者クラブ(富谷) 

お達者クラブ(昭和) 

東諸郡民生委員監査。理事会 

第3回評議員会 
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