
平成30年度 事業報告
第1号議案

平成30年 4月 1日 ～31年 3月 31日

事業名 事業の内容 具体的な行事 実施 日・回数 参加人数

高齢者を対象とした
事業

う―んと運動等高齢者
向けの各種体操や敬
老の集いを通じ高齢者
福祉を推進する

う―んと運動 毎週木曜 日(47回 ) 1,403名

敬老のつどい 9月 13日 (本 ) 116名

マージャンタイム 不定期 (88回 ) 2,674名

楽しく童謡 毎月1回第3水曜 日(12回 ) 221名

どれみんなで歌おう 毎月1回第3金曜日(12回 ) 253名

ボッチャ体験会 10月 21日 (日 ) 37名

すみだお笑いライブ 12月 23日 (日 ) 48名

お花見会 3月 13日 (水 ) 31名

輪投げ 毎週木曜 日(42回 ) 234名

青少年とその保護者
を対象とした事業

昨今の社会情勢に鑑
み、その対策の一助と
なるような事業を行う

のりものタイム 毎 日(359回 ) 18,423名

ぴょんびょんタイム 毎 日(335回 ) 9,t53h
.:L:.--zy+i-) 毎月 1回第1火曜 日(11回 ) 263名

ミニアスレチックの 日 毎週金曜 日(45回 ) 1,427名

親子コンサート 3月 18日 (日 ) 98名

プラレールの 日 毎週火曜 日(41回 ) 648名

かいてかざろう 毎週木曜 日(41回 ) 547名

大人の卓球タイム 毎週火。本曜 日(67回 ) 764名

たまごタイム 毎月1回第3水曜 日(12回 ) 464名

親子ピラティス 毎月2回第2・ 4木曜日(18回 ) 463名

おはなしいないいない。ばあ 毎月1回第4水曜 日(11回 ) 368名

のびのびタイム誕生会 毎月1回第3火曜日(13回 ) 794名

小中高生タイム 毎週火・木曜 日(8回 ) 39名

ほほえみタイム 毎月1回第4火曜日(8回 ) 239名

としまアート夏まつり 7月 29日 (日 ) 96名

ハッピーハロウィーン 10月 31日 (水 ) 244名

クリスマス会 12月 18日 (火 ) 180:名

親子リトミック 毎月1回第2水曜日(11回 ) 563名

おはなし会 毎月1回第1月 曜日(12回 ) 387名

サンサンタイム 7月 :4回・8月 :3回 222名

虫よけスプレー 7月 。8月 2回 44名

水道キャラバン 9月 5日 (フК) 61名

防災の備え 10月 15日 (月 ) 80名

親子交通安全教室 6月 29日 (月 ) 45名

食育講座 6月 5日 (火 ) 27名
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事業名 事業の内容 具体的な行事 実施 日・回数 参加人数

地域の世代間交流
を促進する事業

はたけ作業や季節の行
事を通じて地域住民の
広範な世代間交流を図
る

ゴーヤ講習会 5月 8日 (火 ) 37名

総会後のイベント 5月 23日 (水 ) 70名

はたけの管理と野菜作り 4月 ´ヽ 3月 748名

千早文化祭 6月 2(金 )・ 3(土 )・ 4(日 )・ 5日 (月 ) 490名

盆踊り&スイカ割り 8月 19日 (日 ) 311名

運動会 10月 11日 (本 ) 78名

収穫祭 11月 10日 (土 ) 422名

クリスマス音楽会 12月 21日 (金 ) 164名

新年のつどい 1月 12日 (土 ) 96名

早春コンサート 2月 2日 (土 ) 108名

節分豆まき 2月 3日 (日 ) 107名

ひな祭り 3月 3日 (日 ) 51名

4
生涯学習に関する
事業

様々な世代の地域住
民が自己啓発をすると
ともに日々充実、向上

を図る

手づくり教室 毎月1回不定期 (12回 ) 135名

超初心者パソコン教室 毎月1回第 1月 曜 日(12回 ) 56名

百吾り音陪5会 毎月1回第3水曜 日(12回 ) 104名

ホームベージ作成教室 毎月2回第 1・ 3水曜日(25回 ) 224名

超初心者マージャン教室 毎週木曜日(除く第3)31回 826条

地域文化、芸術等の

振興を図る事業

手作り紙芝居を区内小
学校等で公演し、年長
者の経験と知恵を伝え
る。また、音楽会やコン

サートを行う

回遊音楽キャラバン 2月 6日 (水 ) 173名

紙芝居。作成と公演 40回 2,633名

七タコンサート 7月 7日 (土 ) 125名

大正大学発表会 1月 10日 (木 ) 46名

映画会 31回 837名

スノードロップコンサート 4月 15日 (日 ) 194名

ファッションショー 11月 24日 (土 ) 70名

サンタクロースがやって来る ! 11月 26日 (月 ) 182名

広場亭落語会 8月 12日 (日 ) 71名

朗読劇 8月 2日 (木 ) 41名

岡智サマーコンサート 8月 4日 (土 ) 123名

民謡の会 9月 23日 (日 )・ 2月 24日 (日 ) 94名

新春シャンソンショー 1月 20日 (日 ) 49名

新春歌謡ショー 1月 6日 (日 ) 81名

その他第3条の目的
を達成するために必
要な事業

区民ひろば千早のPRと

広報活動

広報誌「はばたけ千早」の発行 年1回 (500音 6)

ホームページ更新 随時

メールマガジン発行 毎月1回

SP事業
安心安仝のための

講座や活動拠点の

場の提供

おたのしみ会 6回 435名

認知症サポーター養成講座 8月 30日 (木 ) 60名

防犯講座 6月 26日 (火 ) 19名

交通安全研修会 5月 10日 (木 ) 50名

ホッとサロン 9回 281名

みみよリサロン 7回 71名

めだかサロン 7回 61名

区民ミーティング 3回 99名

前各号に掲げる事
業を行う施設管理運
営に関する事業

区民ひろば千早の施
設管理貸出し管理等を
行う

防災訓練 2月 27日 (水 )・ 8月 29日 (水 ) 146名

利用者懇談会 3月 15日 (金 ) 41名

各サークルの利用 通年 38団体
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