
令和２年度　　月別事業報告書　
認定ＮＰＯ法人きらりびとみやしろ

(敬称略)

会　　　　議 　 自　主　事　業 　 対外事業・その他

中止 GHお花見　66名参加（新しい村） 2 陽だまりサロン学校あいさつ

7 評議員会 中止 川端花見会　10名参加

15 陽だまりサロン調整会議 中止 ふれあい活動　道佛 1 町ファミリーサポートセンター　事業委託契約

4 中止 グル-プホーム運営推進会議 中止 ふれあい活動　百間

 20 理事会（第1回） 中止 ふれあい活動　きらり

中止 ふれあい活動　須賀 中止 ペーパーフラワーで作るトピアリー（陽だまり）

中止 大正琴ミニコンサート（陽だまり）

15 監査会 中止 ふれあい活動　道佛

15 理事会（第２回） 中止 ふれあい活動　百間 中止 袋つまみのブローチづくり（陽だまり）

中止 定期総会 中止 ふれあい活動　須賀 中止 シメノさんの布草履づくり（陽だまり）

20 陽だまりサロン調整会議 中止 ふれあい活動　きらり 中止 折り紙　傘とレインブーツ（陽だまり）

中止 有償運送運転者研修会 中止 きらりびとみやしろ車両運転者研修会

26 きらり会議 中止 ファミリーサポート研修

中止 ふれあい活動　道佛 中止 ファミリーサポート研修

中止 ふれあい活動　百間 中止 挿し木をしましょう（陽だまり）

中止 ふれあい活動　須賀 中止 日本工業大学建築学科　講議補助

22 理事会（第３回） 中止 ふれあい活動　きらり 22 陽だまりサロン20周年22日から27日（陽だまり）

6 22 定期総会(書面表決） シメノさんの布草履づくり（陽だまり）

19 陽だまりサロン調整会議 中止 社会福祉協議会　評議員会

18 グル-プホーム運営推進会議 ふれあい共想法 30 折り紙　ダリア(陽だまり）

10 きらりサポーター研修会 中止 安全運転管理者研修会

中止 日工大介護講習 中止 ふれあい活動　道佛 中止 ボランティア・サンクスフェアー参加

中止 ふれあい活動　百間 3・18 さおり織体験(陽だまり）

10 ボランテイア代表者会議 中止 ふれあい活動　きらり 28 箱を折ります（陽だまり）

15 陽だまりサロン調整会議 中止 ふれあい活動　須賀 20 共想法体験(陽だまり)

22 評議員会 中止 宮代町介護保険事業運営協議会

27 理事会（第４回） 20 通信NO75発行 中止 みやしろ健康福祉事業運営委員会

28 きらり会議 中止 ふれあい共想法 中止 縁じょい交流会参加

18 グル-プホーム運営推進会議 中止 ふれあい活動　道佛 11 夏休み！子供さおり体験8/11日～（陽だまり）

中止 川端地区納涼祭　36名参加

21 陽だまりサロン調整会議 中止 ふれあい活動　百間

24 理事会（第５回） 中止 ふれあい活動　須賀

中止 きらり姫宮　夏祭り　　55名参加 17 共想法体験(陽だまり)

中止 ふれあい活動　きらり

中止 町民まつりバザー　

中止 ふれあい活動　道佛

中止 ふれあい活動　百間 16 きらりびとみやしろ車両運転者研修会

9 25 陽だまりサロン調整会議 中止 ふれあい活動　須賀 22 リコーダーを吹きましょう（陽だまり）

　 29 きらり会議 中止 ふれあい活動　きらり 26 子育て悩み相談ワークショップ(陽だまり）

28 理事会（第６回） 中止 グループホーム敬老会 29 はるるの折り紙タイム(陽だまり)

中止 さわやか福祉財団全国フォーラム

6 　

月　 日

5

7

8



月 日 会　議 　 自　主　事　業 　 対外事業・その他

中止 ふれあい活動　　道佛 5 みんなのお悩み相談(陽だまり)

8 ふれあい活動　百間 16 どんぐりでエコバッグ(陽だまり)

　 中止 きらりびと職員研修　参加　32名 中止 町防災訓練参加（26名）

中止 きらりびと職員研修　参加　26名 17 ハロウイングッズ(陽だまり)

10 21 陽だまりサロン調整会議 16 ふれあい活動　須賀

22 グル-プホーム運営推進会議 24 リコーダーを吹きましょう（陽だまり）

26 理事会（第７回） 中止 ふれあい活動　きらり 27 はるるの折り紙タイム（陽だまり）

中止 ふれあい共想法

2 インフルエンザ予防接種　47名 2 安全運転管理者講習会

18 陽だまりサロン調整会議 12 ふれあい活動　百間 21 句会・数スの会本読み（陽だまり）

20 ふれあい活動　須賀 24 手作りクリスマスリース（陽だまり）

11 30 理事会（第８回） 中止 ふれあい活動　きらり 28 はるるの折り紙タイム（陽だまり）

24 きらり会議 中止 ふれあい活動　道佛 中止 サンクスフェアー

25 評議員会 18 通信NO76発行 中止 川端芋煮会　13名参加

30 ボランティア代表者会議 中止 ふれあい共想法 28 リコーダーを吹きましょう（陽だまり）

9 きらり姫宮避難訓練（参加者30名） 7 住谷裕一郎写真展(陽だまり)7-26

16 陽だまりサロン調整会議 5 きらりそばまつり　280食 14 悩み相談＆共感カフェ（陽だまり）

中止 ふれあい活動　道佛 19 お正月飾りづくり（陽だまり）

中止 陽だまりサロン、きらり姫宮

12 22 グル-プホーム運営推進会議 　　市川和男さんコンサート 26 俳句/リコーダー(陽だまり)

中止 福祉有償運送研修会

21 理事会（第９回） 中止 ふれあい活動　百間

中止 ふれあい活動　きらり

中止 ふれあい活動　須賀

中止 きらり姫宮クリスマス会　46名参加

中止 こぶし　 さくら姫宮神社お参り 中止 クローばあの会喜寿4人組（陽だまり）

22 陽だまりサロン調整会議 中止 ふれあい活動　道佛

1 27 理事会（第１０回）(書面開催） 中止 ふれあい活動　百間

26 きらり会議 中止 ふれあい活動　須賀

中止 ふれあい活動　きらり 中止 クラフトバンドのオーナメントづくり（陽だまり）

中止 箱を折ります（陽だまり）

　 　 2 きらり姫宮節分祭

中止 グル-プホーム運営推進会議 中止 ふれあい活動　道佛 中止 初午しもつかれ（1年生）（陽だまり）

　 中止 理事会（第１１回） 中止 ふれあい活動　百間 中止 みやしろ健康福祉事業運営委員会

2 15 陽だまりサロン調整会議 中止 ふれあい活動　須賀 中止 宮代町介護保険事業運営協議会

中止 陽だまりサロンボランティア 中止 ふれあい活動　きらり 中止 折り紙ウサギのお雛様（陽だまり）

　交流会 中止 飛び出す陽だまりサロン

中止 新しいふれあい社会づくり懇談会

中止 ふれあい共想法

中止 陽だまりサロン6年生を送る会 30 きらり姫宮焼き芋大会

中止 きらり姫宮ボランティア交流会 中止 ふれあい活動　道佛 27 みんなのホットカフェ（陽だまり）

12 陽だまりサロン調整会議 中止 ふれあい活動　百間 30 はるるの折り紙タイム（陽だまり）

3 8 理事会（第11回） 中止 ふれあい活動　須賀

30 きらり会議 中止 ふれあい活動　きらり 中止 社会福祉協議会　評議員会

29 理事会（第12回）

         （１）福祉作業所資源回収協力

　　　　（2）定例会議　きらり姫宮全体会議2ヶ月に1回・各担当部署会議月1回

7

その他　　　　 


