
2013 年度   事業報告書  (2013 年 4 月 1 日～2014 年 3 月 31 日) 

高齢社会をよくする下関女性の会（ホーモイ）  №１ 

 

 

年  月 日  活     動     内     容 会場、その他 

2013 ４/６ 

    4/27 

介護予防のためのサロン 

第 11 回総会  

下関市立大学体育館 

下関市社会福祉センター 

    5/11 介護予防のためのサロン 下関市立大学体育館 

    6/ 1 

    6/26     

介護予防のためのサロン 

「第２次下関市地域福祉活動計画」推進地域説明会  (田中・西條) 

下関市立大学体育館 

下関市社会福祉センター 

    7/ 5 

    7/ 6 

    7/25 

ふれあいいきいきサロン交流研修会     (田中・延谷・石川) 

介護予防のためのサロン 

ボランティア交流研修会                         (田中・磯部) 

下関市社会福祉センター 

下関市立大学体育館 

下関市社会福祉センター 

    8/ 3 介護予防のためのサロン 下関市立大学体育館 

    9/ 7 

    9/ 7 

    9/21 

      9/27 

    9/28 

介護予防のためのサロン 

2013 年度コラボレーション・セミナー（山口県）       (田中) 

臨時定例会（10 周年記念フォーラム資料袋詰め） 

フォーラム前日準備       

「設立 10 周年記念フォーラム」（２講演・鼎談）・祝賀会 開催 

下関市立大学体育館 

山口県婦人教育文化会館 

下関市社会福祉センター 

梅光学院大学 

同上,下関グランドホテル 

   10/ 5 

   10/ 5 

10/24 

介護予防のためのサロン 

しものせき市民活動センターのポスター展に応募 

「第 28 回少子高齢社会市民講座」で、サロン活動事例発表 (田中) 

下関市立大学体育館 

市民活動センター 

北九州女性の会 

    11/ 2 

   11/25     

介護予防のためのサロン 

赤い羽根募金（社協依頼）            (東・磯部・桐原・三好)       

下関市立大学体育館 

下関駅 

   12/ 7 介護予防のためのサロン 下関市立大学体育館 

2014 1/11 

    1/18 

    1/21 

    1/25 

 

介護予防のためのサロン  

下関市男女共同参画意識啓発事業参加        (高市・前田) 

下関さんしゃいん 21 参加           (田中・東・磯部) 

市民福祉講座①「あなたの終末期 どこでどう暮らしますか」 

～在宅看護について～ 

下関市立大学体育館 

生涯学習プラザ 

海峡ビュー 

下関市社会福祉センター 

 

    2/ 1 

    2/15 

     2/15 

2/22 

介護予防のためのサロン                

地域福祉推進セミナー                                  (田中) 

しものせき元気が出るまちづくりセミナー        (田中) 

市民福祉講座② テーマ 同上  ～在宅医療について～ 

下関市立大学体育館 

市民会館 大ホール 

市民会館 中ホール 

下関市社会福祉センター 

    3/ 1 

    3/ 5 

   3/8~9 

3/10 

  3/10   

介護予防のためのサロン 

高齢者健康づくり活動住民グループ助成事業(アンケート提出)田中 

介護予防推進リーダー養成講座～脳活性ゲーム～  (土井・前田) 

市民活動報告書提出                  (田中) 

ボランティアグループ登録申請書提出          (田中) 

下関市立大学体育館 

下関市 いきいき支援課 

下関市社会福祉センター 

市民活動センター 

社会福祉協議会 

 

 



№2 

＊助成金等    ・市民活動支援補助金（下関市 市民活動課）              500,000 円 

         ・高齢者健康づくり活動住民グループ助成（下関市 いきいき支援課） 350,000 円 

         ・国際ソロプチミスト東下関より                   50,000 円  

 

＊定期的開催   ・運営委員会（毎月第３月曜日  13:30～） 

           4/15, 5/13, 6/17, 7/22, 8/19, 9/9, 10/21, 11/18, 12/9, 1/20, 2/17, 3/17  

         ・定例会  （毎月最終土曜日  13:30～） 

           4/27, 5/18, 6/29, 7/27, 8/31, 9/12, 9/21(臨時), 10/26, 11/30, 12/14, 

1/25, 2/22, 3/22 

 

＊広報活動    ①ホームページに毎月活動状況掲載  ②広報紙「ホーモイ通信」年２回発行  ③「サロ

ンレポート」（サロン開催後 １2 回発行）  ④パネル展示（市民活動センターで、年間） 

 

＊設立 10 周年記念事業   「設立 10 周年記念フォーラム」及び 祝賀会 

         ・4/25  10 周年記念事業助成金（市民活動支援補助金）申請  

     ・4/27  10 周年記念事業について(「10 年の歩み」冊子作成進捗状況、および記念 

フォーラム・祝賀会の諸計画について、定例会で話し合う） 

・5/21  「10 年のあゆみ」（冊子）原稿（ナカハラプリンテックスに渡す） 

・5/28  市民活動支援補助金についてヒアリング    (田中・西條・大呑) 

・6/14  下関グランドホテルと打ち合わせ（祝賀会等）     (田中・延谷) 

・6/29  ポスター、チラシ、チケット会員渡し（定例会で） 

・7/20  「10 年のあゆみ」冊子第１回校正、最終校正（8/20）、発刊（8/31） 

・8/20  梅光学院大学との打ち合わせ会 

・9/ 4  祝賀会の試食会  

・9/27  前日準備（梅光学院大学） 

・9/28(土) 設立 10 周年記念フォーラム「しあわせな高齢社会の創造」開催 

会場：梅光学院大学スタージェスホール  時間：13:00～16:30 

① 講演「いずれみんなおひとりさま」（上野千鶴子氏） 

② 講演「大介護時代を生きる」（樋口恵子氏） 

③ 鼎談「人生 100 年いくつになっても学ぶ幸せ『幸齢社会』」（冨安兆子氏・ 

上野千鶴子氏・樋口恵子氏） 

              ＊祝賀会（18:00～20:00  下関グランドホテル） 

 

＊その他参加行事 ・4/19  第 25 回下関市市民協働参画審議会出席  (田中) 

・7/13  第 34 回北九州いのちの電話 自殺予防シンポジウム      (田中) 

・8/21～25 平成 25 年度男女共同参画推進フォーラム参加（埼玉県） (田中) 

・11/30  「徘徊模擬訓練 in 長府東」に参加      (田中・延谷・大呑) 

・2/25  下関北ロータリ－クラブにて卓話       (田中) 

・3/ 1  高齢社会をよくする北九州女性の会第 26 回シンポジウム    (田中) 

・3/29  第４回認知症下関大会参加 


