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月

･チイモ実証（ショッピング)（7/4～）

･きららの里　ウォークラリー（7/23）

　　　　　　　　　　　　　（3/4）

･デジタル勉強会纏め（2/24）

･第6回チイモ部員会：次年度事業検討（3/9）

･デジタル勉強会④（11/25）

･第5回チイモ部員会：次年度事業検討（1/26）

･デジタル勉強会⑥（1/26）

･グリスロ運行（9/5～10/28）

･チイモ実証（ショッピング：M)（10/14）

･第4回チイモ部員会：イベント検討（11/22）

（多賀駅方面タクシー連携事業）

･デジタル勉強会③（8/26）

･グリスロ運行（9/5～10/28）

･チイモ実証（ショッピング：M)（9/16）

･第3回チイモ部員会：イベント検討（9/25）

･デジタル勉強会④（9/30）

デジタル相談会（6/17　10人）

･第2回チイモ部員会：イベント検討（7/28）

･デジタル勉強会②（7/29）

･チイモ実証（歴史探訪)（8/25）

デジタル相談会（7/1　8人）

地域モビリティ部（チイモ、デジタル）

･第1回チイモ部員会：年間計画（4/28）

･デジタル勉強会部員会（4/28）

･チイモ実証事業開始（5/1）

･第4回部員会：年間反省･次年度計画（3/3）

･利用団体発表会（2/19）

令和4年度　事　業　計　画　（1/2）

･住民文化祭（担当部）(11/12～13)

･第5回部員会：みんなで遊ぼう会打合せ（1/8）

･生活安全のつどい協力：広報･写真撮影担当

･第16回ひたち郷土かるた大会（1/未定）

･広報紙｢かねさわ｣153号発行（1/1）

･部員会：154号編集会議・年間反省・次年度計画等

･違反広告物撤去（９）（12/3）

･違反広告物撤去（11）（2/4）

･「敬老会」協力（9/11）

･生活安全のつどい協力（10/23）

･ふれあいボーリング大会（10/16)

･住民文化祭協力（11/12，13）：子どもコーナー担当

　　　　　　　グラウンドゴルフ他打合せ

･｢あいさつ・声かけ運動｣協調月間

　（毎週火･木：登校時 金沢小･台原中門立ち）

･第3回部員会：(9/30)

･出張スターウオッチング（10/29）

･第4回部員会（10/30)：文化祭・パンポン大会 ･生活安全のつどい協力

･敬老会協力（9/11）

･第5回部員会：住民文化祭打合せ（10/23）

･第3回部員会（9/4）：

･違反広告物撤去（7）（10/1）

･第3回部員会（7/3）

･住民芸能祭（7/16,17）

･部員会：文化祭、敬老会（8/21）

･住民文化祭事前検討会（8/21）

･きららの里　ウォークラリー（7/23）

･きららの里　ウォークラリー協力（7/23）

･違反広告物撤去（４）（7/２）

･きららの里　ウォークラリー協力（7/23）

･広報紙｢かねさわ｣151号発行（6/20）

･第2回部員会（6/26）：きららの里

･チイモ実証（ショッピング：M)（6/17）

　交流センタたより、地域福祉局たより（毎月）

･広報紙「かねさわ」151号編集会議（5/7）

･部員会①：年間計画・役割分担等(4/17)

･違反広告物撤去（2）（5/７）･第1回部員会：年間計画（5/8）

（7/4～）

･チイモ実証（ショッピング：K)（5/13）

･第2回部員会：元気っ子打合せ他（6/2４）

･「学区広場」グラウンドゴルフ大会(6/11）

･デジタル勉強会①（5/27）

･違反広告物撤去（3）（6/４）

･日立市青少年育成推進会議総会（未定）

   ホームページ更新(毎週)

･親睦ゴルフ大会協力（6/24）

･第2回部員会（5/29）

･囲碁・将棋・健康麻雀大会（6/12）

･部員会:151号編集会議（6/4）

青少年育成部

　　　標語看板維持管理(通年)

･第１回部員会：年間行事他（4/2２）

･広報紙「かねさわ」153号編集会議

･違反広告物撤去（1）（4/2）

･きららの里　ウォークラリー協力（7/23）

(中止）

12

･住民芸能祭（7/16,17）

･生活安全のつどい （10/23）

･住民文化祭 （11/12～13）

・環境の日（10/9）

･本部役員会（8/6）

・役員幹事会（8/27）

･本部役員会 （11/12）

11

･敬老会協力（9/11）：広報･写真撮影担当

･敬老会実行委員会（8/28）中止

･敬老会 （9/11）　（中止→生活応援品配布事業）

10

8

9

･本部役員会 （7/9）

･本部役員会（9/10）

6

7

5

･環境の日（6/5）

･きららの里実行委員会（7/3）

･広報紙「かねさわ」152号編集会議（8/6）

・本部役員会（10/8）

･敬老会前日準備、会場づくり・備品搬入等 （9/10） ･広報紙｢かねさわ｣152号発行（9/20）

･部員会：152号編集会議（9/３）

文化部

4

･金沢学区親睦ゴルフ大会（6/24）

･本部役員会（4/2）

･本部役員会（5/14）

･役員会（4/23）

･本部役員会（6/11）

総務部（本 部） 広報部 レクリエーション部

　広報紙発行（4回/年） ･部員会：事業計画・部員会の運営他打合せ（4/24）

･第4６回定期総会 （4/9）

3

1

･本部役員会（1/14）

･本部役員会 （2/11） ･利用団体発表会協力：広報･写真撮影担当

･利用団体発表会（2/19）
2

･本部役員会（12/10）

･本部役員会（12/24）1月期

･部員会：153号編集会議

･新春賀詞交歓会 （1/7）

･生活安全のつどい協力

･文化祭協力（11/13）：広報･写真撮影担当

･第4回部員会：（住民文化祭打合せ）（9/25）

「住民文化祭」実行委員会（9/25）

･敬老会協力（9/11）

･秋のグラウンドゴルフ大会（11/19）

　ふれあいボーリング大会打合せ

･体験学習Ⅰ｢かねさわ元気っ子｣(8/10)

「森林・林業体験学習(出前講座)」

･違反広告物撤去（５）（8/６）

･違反広告物撤去（6）（9/3）

･みんなで遊ぼう会（1/22）

･違反広告物撤去（12）（3/4）

･日立市地域活動研究発表会　（10/未定）

･道路敷違反広告物撤去作業（8）（11/5）

･パンポン大会（12/4）

･住民文化祭協力：チャレンジコーナー担当

･第6回部員会：事業報告･次年度計画等（3/5）

･第6回部員会(1/15)

･本部役員会（3/11）

･広報紙｢かねさわ｣154号発行（3/20）

･部員会：年間反省会･次年度計画（3/5）

･役員幹事会&交流会 （3/18）

･青少年健全育成のための市民の集い（2/未定）

･違反広告物作業（10）（1/7）
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月

さくらサロン(4/4)  かねはたサロン(4/8)

金沢おしゃべりサロン(4/12) 椿クラブ(4/13)　　

さくらサロン(5/2)  かねはたサロン(5/13)

金沢おしゃべりサロン(5/10) 椿クラブ(5/11)　　

さくらサロン(6/6)  かねはたサロン(6/10)

金沢おしゃべりサロン(6/14) 椿クラブ(6/8)　　

さくらサロン(7/4)  かねはたサロン(7/8)

椿クラブ(7/13)　　

 かねはたサロン(8/12)

椿クラブ(8/10)　　

さくらサロン（9/5）  かねはたサロン(9/9)

椿クラブ(9/14)　　

さくらサロン(10/3)  かねはたサロン(10/14)

金沢おしゃべりサロン(10/11) 椿クラブ(10/12)　　

ハピスロ（10/19）

さくらサロン(11/7)  かねはたサロン(11/11)

椿クラブ(11/9)　　 ハピスロ（11/21）

さくらサロン(12/5) ハピスロ（12/19）

金沢おしゃべりサロン(12/13) 椿クラブ(12/5)　　

さくらサロン(1/23)  かねはたサロン(1/13)

椿クラブ(1/11)　　 ハピスロ（1/16）

さくらサロン(2/6)  かねはたサロン(2/10)

椿クラブ(2/8)　　 ハピスロ（2/24）

さくらサロン(3/6)  かねはたサロン(3/10)

・日立市防災担当者研修会（3/未定）

椿クラブ(3/8)　　 ハピスロ（3/20）

･ふれあいサロン第1回合同会議（4/21）

福祉局＆サロン

令和4年度　事　業　計　画　（2/2）

生活安全部 ふるさと創生塾 あんしん安全ネットワーク部 ボランティアふれあい活動部 ふれあい健康づくり部

地域福祉局合同研修会(年/1回)

･健康教室：体操A第4回（6/14）、第5回（6/28）

･花いっぱい運動（8/13、27）

･おもちゃライブラリー：プール遊び②（7/26）

 ･  第1回部員会：新年度事業計画説明他  (4/23)

･生涯学習かねさわ②【音楽鑑賞講座】（6/25）

･おもちゃライブラリー：親と子の相談①（6/16or14）

 ･ ふれあい再生資源回収（4/22）

･まゆみの里保育園児との交流会（中止）

 ･ ふれあい再生資源回収（5/27）

   ネットワーク登録者ゴミ袋配布（通年/4回） ･健康教室：体操A第1回（4/26）

･健康クラブ：振り込め詐欺講話（5/13）

･健康クラブ：ペタンク（5/27）

･健康教室：開講式･‟初期体力測定”(4/12)

   部員会・ネットワーク会議（年/8回） 　各種ボランティア活動（通年）

･健康クラブ：お花見（4/8）

･健康クラブ：卓上カーリング（4/22）

 ･いきいき金沢文庫（毎日・月1回150冊入替え）

  ･養護老人施設･かねはたﾃﾞｨｰｻｰﾋﾞｽ介護補助（毎週月～土）

･健康教室：体操A第2回（5/10）、第3回（5/24）

　健康クラブ（通年）第2・4（金）/月

･おもちゃライブラリーR4年度初日（4/7）

･おもちゃライブラリー：避難訓練（4/26）

 ･ ゴミ袋配布（4月）

･部員会：事業計画、コミ推行事他（4/24）

･おもちゃライブラリー：子育て相談①（5/10）

   巡回安全点検サービス（年/1回）

   ふれあい再生資源回収（通年/12回）

 ･ ふれあい再生資源回収（12/16） ･部員会：活動報告、研修会他（12/11）

･おもちゃライブラリー：リズムケア①（5/12）

･おもちゃライブラリー:ミュージックケア①（7/5）

･おもちゃライブラリー：バルーン遊び①（5/19or24）

･おもちゃライブラリー：プール遊び①（7/21）

･健康教室：体操D第2回（11/8）

･健康クラブ：ハーモニーフレンズ（10/14）

･健康教室：体操B第4回（9/13）

･健康クラブ：お雛さまゲーム（3/10）

･金沢小3年生とのふれあい交流会（11/18）

･花いっぱい運動(12/4)

･台原中1年生とのふれあい交流会（12/7）

 ･ ふれあい再生資源回収（1/24）

･健康教室：体操B第3回（8/23）

･健康クラブ：休み（秋分の日）（9/23）

･健康クラブ：傘玉入れ（９/９）･おもちゃライブラリー：リズムケア②（9/1）

･おもちゃライブラリー：シャボン玉遊び①（10/11）

･健康教室：体操B第5回（9/27）

･健康教室：体操B第2回（8/9）

･おもちゃライブラリー：応急処置（9/15）

 ･ 第3回部員会(ネットワーク会議)（7/11）

･健康教室：体操B第1回（7/26）

･健康クラブ：ペタボード（8/26）

･健康教室：シルバーリハビリ体操・指脳トレ他（7/12）

 ･ 第2回部員会(ネットワーク会議)（5/9）

･健康クラブ：ステイックカーリング（8/12）

･健康クラブ：Newバゴーン（7/22）

･健康クラブ：オーバルボウル（6/24）

 ･ ふれあい再生資源回収（7/26）

 ･ ふれあい再生資源回収（8/30）

 ･ 敬老会実行委員会

･生涯学習かねさわ④【国際講座】(9/10)

･おもちゃライブラリー：七夕まつり（7/7）

 ･  第4回部員会(ネットワーク会議)（9/12）

 ･ 巡回安全点検サービス（7/15）

 ･ ゴミ袋配布（7月）

･部員会：敬老会、研修会、交流会他（9/4）

･おもちゃライブラリー：プール遊び③（8/4）･日立市「花いっぱいコンクール」審査(7/下～8/初)

 ･ ふれあい再生資源回収（6/26）

･花いっぱい運動（5/14、28）

･健康クラブ：ミュージック・ケア（7/8）

･部員会：生涯学習かねさわ役割分担他（5/14）

･花いっぱい運動（4/9、23）

　健康教室　（通年）第2・4（火）/月 ･おもちゃライブラリー（週２回/火・木）

2

3

8

9

10

11

「暮らしの講座」多目的ホール10時20分

7

12

･「生涯学習かねさわ」報告書発行（3/未定）

1

･日立市「花いっぱいコンクール」応募

6

4

5

･第46回定期総会（4/9）

  落書消し活動（通年：年2回実施）

  交流センター花いっぱい運動(通年 1～２回/月) 

 ･ 巡回安全点検サービス（10/5）･生活安全のつどい報告訓練会（10/16）

･敬老会協力（9/11）・AED講習会（9/1）

 ･ 生活安全のつどい実行委員会

･生涯学習かねさわ⑤【移動学習】（10/13）

 ･ ふれあい再生資源回収（9/16）

･健康教室：健康講和（生活習慣予防）・スクエアステップ（（3/28）

･健康教室：体操C第5回（3/14）

 ･第8回 部員会：R4年度事業実績報告他（3/4）

 ･ ふれあい再生資源回収（2/17）

 ･ 第7回 部員会(ネットワーク会議)（2/13）

･おもちゃライブラリー：R4年度最終日(3/16)

･健康教室：体操C第4回（2/28）

･おもちゃライブラリー：ミュージックケア③（3/2）

･おもちゃライブラリー：リズムケア③（2/2）

 ･ ふれあい再生資源回収（3/24）

･健康教室：体操C第3回（2/14）

･健康クラブ：スクエアステップ（3/24）

･おもちゃライブラリー：子育て相談②（2/14or16） ･健康クラブ：新聞ゴルフ（2/24）

 ･ 生活安全のつどい協力

 ･ ふれあい再生資源回収（11/27）

･環境の日 (秋)（10/9）（予備日：10/16）

･おもちゃライブラリー：シャボン玉遊び②（11/17）

･部員会：生活安全のつどい他協力の件（10/8）  ･ ふれあい再生資源回収（10/28）

･生涯学習かねさわ⑥【芸術鑑賞講座】（10/末）

･生活安全のつどい（10/24）協力

 ･  第5回部員会(ネットワーク会議)（10/10）

･健康教室：体操D第4回（1213）

･おもちゃライブラリー：バルーン遊び②（1/17or19）

･健康教室：シルバーリハビリ体操・指脳トレ他（12/27）

･健康クラブ：新年会（羽根っこゲーム）（1/13）

･部員会：今年度反省と次年度計画等他（2/26））

･健康クラブ：広き門狭き門ゲーム（2/10）

･健康教室：体操C第2回（1/24）

･健康クラブ：ファニーサウンズ（1/27）

･健康教室：体操C第1回（1/10）

 ･  第6回部員会(ネットワーク会議)（12/12）

･花いっぱい運動(11/27)

･生涯学習かねさわ⑥【体験教室】（準備12/16、本番12/17）

･住民文化祭協力

･防災映画鑑賞会（1/21）協力

･花いっぱい運動（3/14）

･日立市総合防災訓練（11/未定）

･普通救命講習会(担当部)（12/6）

･部員会(今年度事業報告･次年度計画他)（3/04）

･花いっぱい運動（9/10、24）

･生活安全のつどい（担当部）（10/23）

･花いっぱい運動（6/11、25）

【手作り正月玄関飾り】

･生涯学習かねさわ①（5/29）【開講式】

･花いっぱい運動（10/8、22）

ふれあいサロン合同会議（年/2回)

･きららの里　ウォークラリー協力（7/23）

･給水訓練（6/11）多目的ホール

･部員会：役員選出･年間計画等)（4/24）

･環境の日(春)案内作成・配布（5/12）

･新部員副部長選出会議（4/10 ）

 「生涯学習かねさわ」（年9回全講座オープン開催）

･金沢学区自主防災会組織編成（4/24）

　　　　〃　みまもり強化事業（通年/週1回）

    ネットワーク登録者のみまもり訪問活動（通年/月1回）

･備蓄倉庫説明会（8月 上旬）

･生涯学習かねさわ③【健康講座】介護施設の現状(8/28)

･落書消し活動①（7/9）花いっぱい運動（ 7/9、23）

･環境の日 (春)（6/5）（予備日：6/12）

･部員会：　･きららの里　ウォークラリー協力（7/23）･日立市総合防災訓練（7/30）中止

･花いっぱい運動（2/11） 

･生涯学習かねさわ⑧【移動学習】（2/16）

･部員会：次年度計画（1/29）

･日立市防災組織リーダー講習会（1/ 未定）

･いばらき防災大学講習会（2/ 未定）

･生涯学習かねさわ⑦【映画鑑賞講座】（1/21）

･おもちゃライブラリー：クリスマス会（12/22）

･おもちゃライブラリー：R5年初日（1/10）

･ボランティア研修会（未定）：講話

･健康教室：体操D第３回（11/22）

金沢おしゃべりサロン(9/13) 

･地域福祉局合同研修会(10/29)

いき生きサロンお茶のみ会(10/10)

金沢おしゃべりサロン(1/10) 

金沢おしゃべりサロン(11/8) 

･ふれあいサロン第2回合同会議（12/20）

･健康クラブ：クリスマス会（12/23）

･健康クラブ：ボーリング（10/28）

･健康クラブ：ころりんアップ（12/9）

･健康クラブ：パターゴルフ（11/11）

･健康教室：ミュージック・ケア（10/11）

･健康教室：体操D第1回（10/25）

･おもちゃライブラリー：親と子の相談②（10/27or25）

･健康クラブ：ボードでビンゴ（11/25）

･おもちゃライブラリー:ミュージックケア②（11/8）

･ボランティア研修会（未定）：福祉バス

･生活安全のつどい協力：救護担当

金沢おしゃべりサロン(3/14) 

･住民文化祭協力（11/12～13）

 ･ ゴミ袋配布（10月）

 ･ ゴミ袋配布（1月）

･生活安全のつどい実行委員会（9/25）

･住民文化祭参加：メンクイ処奉仕庵

･敬老会協力（9/11）　中止･敬老会協力（9/11）　中止

金沢おしゃべりサロン(2/14) 

いき生きサロンお茶のみ会(3/13)

いき生きサロンお茶のみ会(12/12)

いき生きサロンお茶のみ会(1/9)

いき生きサロンお茶のみ会(2/13)

いき生きサロンお茶のみ会(7/11)

金沢おしゃべりサロン(7/12) 

いき生きサロンお茶のみ会(11/14)

金沢おしゃべりサロン(8/9) 

･花いっぱい運動(11/6)  ･ 住民文化祭協力

･防災映画鑑賞会（6/25）協力

いき生きサロンお茶のみ会(6/13)

いき生きサロンお茶のみ会(5/9)

･健康クラブ：健康講座(食中毒）（6/10）

ふれあいサロン開催5グループ(通年/月1)


