
種類 分野 対象者

1 区長会　総会 区長会 会議 自治・コミュニティ 特定 1

2 区長会　役員会 区長会 会議 自治・コミュニティ 特定 4

3 各町内会総会 町内会 会議 自治・コミュニティ 特定 1

4 上野伏町町内会　総会・役員会 上野伏町町内会 会議 自治・コミュニティ 特定 7

5 行仁地区民生委員協議会定例会 行仁地区民生委員協議会 会議 自治・コミュニティ 特定 12

6 行仁ネットワーク会議・協議会 第一包括支援センター 会議 高齢者 特定 4

7 行仁地区ケア会議 第一包括支援センター、他 会議 高齢者 特定 4

8 行仁地区ミニケア会議 第一包括支援センター、他 会議 高齢者 特定 不定期

9 コミセン清掃 子どもクラブ 地域活動 健全育成 子ども 1

10 うたごえ広場（合唱サークル） （不明） 地域活動 文化・伝統 特定 24

11 そば打ち教室 （不明） 地域活動 文化・伝統 特定 20

12 太極拳 （不明） 地域活動 文化・伝統 特定 20

13 赤べこ体操 （不明） 地域活動 高齢者 高齢者 20

14 いきいき100歳体操 （不明） 地域活動 高齢者 高齢者 20

15 行仁いってみっ会（地域サロン会） 民生児童委員協議会 イベント 高齢者 高齢者 12

16 新年会 区長会、コミセン イベント 自治・コミュニティ 特定 1

17 そば会 （不明） イベント スポーツ・イベント 地域住民 不定期

18 朝のあいさつ運動 青少年育成推進協議会 地域活動 健全育成 子ども 24

19 見回り 父母と教師の会（PTA）、校外補導 地域活動 防災・防犯 子ども 不定期

20 見守り 青少年育成推進協議会 地域活動 防災・防犯 子ども 不定期

21 ラジオ体操 保健委員会、体育会、コミセン 地域活動 健全育成 子ども 1

22 子どもまつり 子どもクラブ イベント スポーツ・イベント 子ども 1

23 味噌づくり 子どもクラブ イベント スポーツ・イベント 子ども 1

24 バザー 父母と教師の会（PTA）、総務 イベント スポーツ・イベント 子ども 1

25 歳の神 区長会、行仁コミセン、保健委員会 イベント 文化・伝統 地域住民 1

26 歳の神（手伝い） 父母と教師の会（PTA）、文教厚生 イベント 文化・伝統 子ども 1

27 地区運動会 区長会、保健委員会、体育会 イベント スポーツ・イベント 地域住民 1

28 歳の神 桧町内会 イベント 文化・伝統 地域住民 1

29 グラウンドゴルフ 桧町内会 イベント スポーツ・イベント 高齢者 144

30 ゲートボール 老人クラブ、有志 イベント スポーツ・イベント 高齢者 200

31 夏祭り 桧町内会 イベント スポーツ・イベント 市民 1

32 芋煮会 桧町内会 イベント スポーツ・イベント 地域住民 1

33 清掃活動 桧町内会 地域活動 環境 地域住民 3

34 緑化活動（石山11号緑地） 桧緑化愛護会 地域活動 環境 地域住民 10

35 桧いってみっ会（地域サロン会） 民生児童委員協議会 イベント 高齢者 高齢者 12

36 100歳体操 桧むつみ会 地域活動 高齢者 高齢者 48

37 健康マージャン 桧むつみ会 イベント 高齢者 特定 48

38 ボッチャ 桧むつみ会 イベント スポーツ・イベント 特定 48

39 桧町内 川さらい 桧町内会 地域活動 環境 地域住民 1

40 子ども村まつり 青少年育成推進協議会 イベント スポーツ・イベント 子ども 2

41 例大祭 赤沼神社氏子会 イベント 文化・伝統 市民 通年

42 年間活動 赤沼神社氏子会 地域活動 文化・伝統 特定 通年

43 神社の運営管理 赤沼神社総代会 地域活動 文化・伝統 特定 7

44 青空予防教室 第一包括支援センター 地域活動 高齢者 高齢者 3

45 八角神社 子ども村まつり 青少年育成推進協議会 イベント スポーツ・イベント 子ども 2

46 本覚寺 お祭り 本覚寺 イベント スポーツ・イベント 市民 1

47 真龍寺 花見 寺町町内会 イベント スポーツ・イベント 地域住民 1

赤沼神社

行仁コミュニティセンター

行仁小学校

東部公園

桧自治会館

回数・頻度
（回/年）

第３回 行仁地区未来デザイン会議　地域の活動・イベントまとめ

No. 場所 活動名 主催団体

分　　　類



種類 分野 対象者

回数・頻度
（回/年）

第３回 行仁地区未来デザイン会議　地域の活動・イベントまとめ

No. 場所 活動名 主催団体

分　　　類

48 青空予防教室 第一包括支援センター 地域活動 高齢者 高齢者 2

49 献血の手伝い 父母と教師の会（PTA）、文教厚生 地域活動 医療 子ども 不定期

50 ボーリング 子どもクラブ イベント スポーツ・イベント 子ども 1

51 ボーリング 桧町内会 イベント スポーツ・イベント 地域住民 12

52 南進測量前のベンチ ご近所の集まり （住民） 地域活動 自治・コミュニティ 地域住民 不定期

53 第一包括支援センター 高齢者支援ネットワーク会議 第一包括支援センター 会議 高齢者 高齢者 不定期

54 さがみ典礼駐車場 ザリガニ捕り （子どもの自主活動） イベント 子どもの遊び場 子ども 不定期

55 スポルト会津ロイヤルボウル ボウリング スポルト会津ロイヤルボウル イベント スポーツ・イベント 特定 50

56 デコルガーデン デコルガーデン見学（鴨餌付け） 上五ノ町町内会 イベント 環境 地域住民 10

57 寺町内 清掃活動 寺町町内会 地域活動 環境 地域住民 不定期

58 八角中村公民館 老人会 八角中村シニアクラブ 地域活動 高齢者 高齢者 10

59 各町内 子ども会サポート 父母と教師の会（PTA）、校外補導 イベント 健全育成 子ども 不定期

60 千石通り～馬場町通り 除草作業 地区美化 地域活動 環境 地域住民 1

61 行仁地区全域 防犯広報 行仁地区防犯協会 地域活動 防災・防犯 地域住民 10

62 地区全域（主に公園・神社） 夜回り 補導委員会、青少年育成推進協議会 地域活動 防災・防犯 子ども 4

63 地区全域 花壇の管理 環境美化 地域活動 環境 地域住民 通年

64 地区各所 保健委員会各種イベント 行仁地区保健委員会 イベント スポーツ・イベント 地域住民 6

65 市内各所 施設見学会 行仁地区保健委員会 イベント スポーツ・イベント 高齢者 1

66 鵜川氏宅（個人宅） ご近所の100歳体操 ご近所同士 地域活動 高齢者 高齢者 不定期

67 （不明） 観劇 子どもクラブ イベント 文化・伝統 子ども 1

68 （不明） 団子さし 子どもクラブ イベント 文化・伝統 子ども 1

69 飯盛山駐車場 ラジオ体操 相田さん達 地域活動 健全育成 子ども 不定期

70 東山グランドホテル 行仁楽しい昼食会 行仁地区民生委員協議会 イベント スポーツ・イベント 高齢者 1
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