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議案第1号

平成30年度多田東コミュニティ協議会
事業報告

平成30年度 当協議会の実施事業は、下記の通りであ惨ます。

日は中

2

月 日 担当 内 容

年間 子ども育成 市放課後子どもプラン事業。多田東きんたクラブ 延46教室)

福祉 ふれあい広場 :毎遍月曜 日 10:00～ 15:00

さんたくん健幸体操 :毎週火曜 日 13:00～

防犯・安全 夜聞パトロール :毎月25日 に実施

防犯パトロール革巡国(青パト巡回):平 日毎日巡回

基本3名体制          :土 ・日・祝は適宜実施

まちづくり 子ども食堂 :毎月第1・ 第3木曜日開催 17:00～ 19:00

5 26 文化・スホ
°
―ツ 多圏東ふれあレヽスポーツ スローイングビンゴゲーム大会 開催

6

18 福祉 認知症専門部会

24 福祉 一人暮らし高齢者の集い

25 福祉 認知症サポーター養成講座研修(多 田東小学校PTA(1回 目))

7

3 防犯。安全 防犯講演会(防犯)

9 福祉 新任心配事相談員研修会

14 福祉 認知症サポーター養成講座研修(鼓が丘自治会)

16 福祉 福祉委員会全体会議 (講演と協議)

19 福祉 車いす体験学習 (定例会の後)

20 広報 コミュニティだより79号発行

21 文化・スホ
°
―ツ ■多圏東小学校プール開放 7/21ん 8/3熱中症予防の為中止

29 防犯・安全 ■救急救命講習会(防災)台風12号の影響により中止

29 子ども育成 ■夏休みアニメ・ビデオ大会 台風12号の影響により中止

8

4 文化・スホ
°
一ツ ■水泳大会 (スポーツ委員会とスポーツ21共催)熱中症予防の為中止

18 防犯。安全 防犯キャンペーン

19 全体 第1回ワークショップ開催

20'21 防犯。安全 特殊詐歎注意 防犯キャンペーン

23 まちづくり 国崎クリーンセンター・県立一薫公園見学会

26 子ども育成 清掃活動&流しそうめん (しゃらりん l元気 !活動隊 l企画・運営)

9

9 重点プロジェクト SNS立 ち上げ準備会議(第1回 )

9 まちづくり うたごえカフェ

9 防犯・安全 ■初期消火訓練(防災)大雨警戒で中止

9 実行委員 文化祭参加者説明会

23 まちづくり しゃらりんでだべりんぐ(ラウンドテーブル)

lC,

福祉 赤い羽根・共同募金 街頭募金活動

2 福祉 老人クラブとの交流会

6 重点プロジェクト sNS立ち 回 )

7 福祉 障がい児(者 )との交流会

8 福祉 認知症行方不明SOS訓練

防犯・安全 全国地域安全運動キャンペーン(防犯)

13 福祉 赤い羽根・共同募金 街頭募金活動

14 実行委員 第35回多田東コミュニティ スポーツフェスティバル

28 まちづくり しゃらりんでだべりんぐ(ラウンドテーブル)

6 まちづくり 環境衛生推進大会

8 福祉 車いす体験学習 (多田中学校)

15 福祉 平成30年度多田東地区 第2回福祉ネットワーク会議
17・ 18 実行委員 第36回コミュニティ文化祭 多田東フェス(発表会)

17 子ども育成 ちぴっ子広場 開催 人形劇「ホ
°
コ・ア・ホ・コ」。アニメ映画「それいけ :アンバンマン」

11



18 まちづくり 文化祭にて 喫茶店と売店担当

24 重点プロジェクト SNS立ち上げ準備会議(第3回 )

24 文化・スホ
°
―ツ ふれあいスポーツ スローイングビンゴ大会 開催

25 まちづくり しゃらりんでだべりんぐ(ラ ウンドテーブル)

30 防犯 。安全 避難所運営訓II練資材搬入

12

2 防犯・安全 避難所運営訓練(防災)大規模避難訓練(重点プロジェクト)

3 防犯。安全 ■防犯協会。川西警察主催街頭キャンペーン 荒天により中止

8
福祉 三世代ふれあい広場 餅づき体験。昔遊び支援

防犯・安全 三世代ふれあい広場 炊き出し訓練(防災)

子ども育成 三雌代ふれあい広場 餅つき体験・昔遊び(ジョイフル・フレンド・クラブ)

9 福祉 たんぼぽの会(ひとり暮らし高齢者の会)

9 子ども育成 たんぽぽの会(ひとり暮らし高齢者の会)にしゃらりん!元気i活動隊iと有志生徒で参加

12 福祉 一人暮らしの高齢者の皆さんへ年賀状作成

15 重点プロジェクト SNS立ち上げ準備会議(第4回 )

16 まちづくり しゃらりんでだべりんぐ(ラ ウンドテーブル)

20 防犯・安全 少年補導員連絡協議会年末警戒補導 防犯キャンペーン(全支部)(防犯)

20 広報 コミュニティだより80号発行

22 防犯・安全 防犯キャンペーン(防犯)

24 文化 。スホ
°
―ツ ふれあいスポーツ キックベースボール大会&餅つきイベント(スポーツ21共催)

25 福祉 子育て3グループ 合同クリスマス会

28 防犯。安全 年末防犯パ
]ヽロール多関東全域方面

1

8 福祉 認知症幾重不明者SOS訓練

12 子ども育成 漢字検定実施(きんたクラブ主催)

13 文化・スホ
°
―ツ 作品展出展者説明会

19 全体 ワークショップ進行役説明会

19 重点プロジェクト SNS立ち上げ準備会議(第5回 )

20 まちづくり 夢づくり応援事業 わがまち再発見。環境講演会「多田東地区の歴史と伝説」散策

26 5(化・スホ
°―‐ツ ふれあいスポーツ 新春チャレンジゲームヘGO l(スホ

°
一ツ21共催)

27 全 体 第2回ワークショップ開催

28 福祉 多田東地区第2層 (小学校圏域)協議体についての協議(第 1回 )

2

3 子ども育成
人権講座「みんなが笑顔になるために～気づき一歩ふみだそう～」開催

(人権啓発推進委員会共催)

7 福祉 認知症サポーター研 1:参会 (多田東小学校PTA(2国 目))

17 文化・スホ
・―ツ 里山ク`イキング(舎羅林山)

17 まちづくり うたごえカフェ

24 防犯。安全 まちづくり出前講座「災害に備える面西■)

24 まちづくり しゃらりんでだべりんぐ(ラウンドテーブル)

3

2・ 3 文化・スホ
°
―ツ コミュニティ作品展

~T~

3 文化・スホ
°
―ツ 学校施設使用団体登録説明会

10 福祉 福祉講座 出

15 防犯。安全 ■川西防犯協会・川西警察主催 防犯キャンペーン 中止

24 まちづくり しゃらりんでだべりんぐ(ラ ウンドテーブル)

25 福祉 多田東地区第2層 (小学校圏域)協議体についての協議(第 2回 )

31 広報 コミュニティだより81号発行
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月 日 担当 内 容

多田東小学校入10 役員

11 役員 多田中学校入学式

川西市自主防災組織連絡協議会18 防犯。安全

川西市防犯協会第3回理事会19 防犯・安全

4

26 防犯・安全 総会少年補導

18 防犯。安全 川西市白主防災組織連絡協議会(防災)

|1西防犯協会 総会(防犯)21 防犯・安全

26 文化・スホ
°
―ツ スヽポーツ カローリング大会川西市ふれあレ

川西防犯協会り| 1西警察主催 防犯キャンペーン(防犯)

5

26 防犯。安全

2 役員等 川西市コミュニティ協議会連合会 総会

4 推進委員 多田中学校「トライやるウィーク」実施 (6月 4日 ～6月 8日 )

7 福祉 多田 育所 音遊びの集い

ちづくり推進委員委嘱式・研修会地域安全ま13 防犯。安全

25 福祉 キャラバンメイト代表者会議

28 福祉 社会福祉協議会,評議員会(2回 目)

川西市コミュニティ協議会連合会 役員研修会

6

30 役員等

15 祭九頭龍大明神

18 多田中学校 地区別懇談会

■多田まつり2018で協賛(主催:多田商業会】__食昼■2量21髪警l奎聖豊上

7

29 まちづくり

多田東小学校舎羅林まつり(主催 :多 田東小学校PTA/ジョイフル・フレンド・クラブ')5 子ども育成

5 福祉 車いす体験指導(舎羅林まつりにて)8

20 防犯。安全 協議会 川西能勢日駅周辺夏季一斉補導少年補導員連絡

文化・スホ
°
一ツ 川西市ふれあいスポーツ (スローイングビンゴ大会)

22 役員 多田中学校 運動会

28 福祉 川西市地域福祉市民フォーラム
9

29 役員 多田東小学校 運動会

多田保育所運動会(最終予行)見学。参加2 福祉

27・ 28
10

多太神社秋祭り大太鼓奉納

4 多田小学校区推進協議会「文化祭」

少年補導員連絡協議会(研修会)(防犯)9 防犯。安全

平野自治会 認知症福祉
11

17 り:1西市コミュニティ連合会スポーツイベント

12 福祉 多圏保育所 (クリスマス)楽しい集い
12

19 福祉 多日中学校 認知症サポーター研修(1年生授業として)

31 福祉 多圏東小学校 昔遊び(1年生授業)指導支援

31 福祉 多田東小学校 車いす体験学習(5年生授業)指導者派遣 支援

多田中学校事業式8 役員

19 役員 田

20 役員 多田保育所修了式
3

17 各種団体 トラック市

4



9

月 日 担当 内 容

コミュニティ役員会役員

15 まちづくり 第1回まちづくり委員会

多圏東コミュニティ協議会会計監査16 全体

16 福祉 平成30年度福祉委員会会計監査

4月 度 多田東地区福祉委員会 理事会19 福祉

28 全体 自治会長及びマンション管理組合との懇談会

29 全体 第1回多田東会館指定管理委員会

第1回役員会(防災)

4

29 防犯。安全

6 役員等 コミュニティ役員・委員長会議

12 全体 新 1日 運営委員会

川西防犯協会多田東支部 総会(報告会)(防犯)13 防犯・安全

多田東コミュニテイ自主防災会 総会 (防災)防犯・安全13

17 福祉 5月 度 多田東地区福祉委員会 理事会

20 全体 多田東コミュニティ協議会 総会

文化・スホ
・―ツ 第 1回スポーツ委員会26

子ども育成 第1園子ども育成委員会2了

福祉委員会 総会27 福祉

5

27 福祉 白治会長との懇談会

2 広報 第1回広報委員会

コミュニティ役員会3 役員

10 役員 多圏東小PTAとの懇談会 開催

第2回多田東 理委員会17 指定管理委員

17 役員 臨時総務役員会

6月 度 多田東地区福祉委員会 理事会21 福祉

23 子ども育成 第1回きん ―ディネーター会議

24 防犯・安全 第2回役員会 (避難所運営訓練)(防災)

第2回まちづくり委員会24 まちづくり

6

27 子ども育成 第 1回 ジョイアル・フレンド・クラブ実行委員会

7 広報 第2回広報委員会

8 役員等 コミュニティ役員・委員長会議

全体 7月 度運営委員会14

15 防犯`安全 第3回役員会(防 災)

15 子ども育成 成委員会第2国子ども

19 福祉 7月 度 多田東地区福祉委員会 理事会

第1回川西市生活安全推進連絡協議会(防犯)

7

20 防犯。安全

第2回スポーツ委員会4 文イヒ・スポーツ

5 役員 コミュニティ役員会

16 福祉 8月 度 多田東地区福祉委員会 理事会

18 実行委員会 第 1回スポーツフェスティバル実行委員会

第3回まちづくり委員会26 まちづくり

第1回スポーツフェスティバル運営委員会

8

26 実行委員会

コミュニティ役員。委員長会議2 役員等

2 防犯 ,安全 第4回役員会(防災)

3 福祉 多田東地区 第1回福祉ネットワーク会議

9月 度運営委員会8 全体

9 文化祭実行委員会 文
/ヽ
口ヽ

9 ヌ:イヒ・スホ・―ツ 第1回文化委員会

実行委員会 第2回スポーツフエスティバル実行委員会15
16 子ども育成 ども 成委員会

9月 度 福祉委員会 理事会20 福祉

27 文化・スホ
°
一ツ 第2コ文化委

△
7●

5



9 29 文化・スホ
°
一ツ 第3回文化委員会

29 防犯。安全 会鍵 難所運営 東事前打合せ等)(防災)

10

7 役員 ヨミュニティ役員会

18 福祉 1 田 員会 理事会

25 文化・スホ
°
一ツ 第4回文化委員会

27 広報 第3国広報委員会

11

防犯・安全 川

4 役員等 委

4 防犯。安全 第6回役員 打合せ等)(防災)

9 子ども育成 第2回ジョイフル・フレンド・クラブ実行委員会

10 全体 11月 度運営委員会

10 子ども育成 さんたクラブコーディネーター会議

子ども育成 第4回子ども育成委員会
15 福祉 11月 度 多 会 理事会

17 防犯・安全 青パトリーダー会議(防犯)

22 防犯。安全 づくり JII西 市・猪名 ||

24 文化・スホ`―ツ 第3回スポーツ委員会

25 防犯。安全 第2回青
25 防犯。安全 第7回役員会(避難所運営訓練事前打合せ等)(防災)

27 防犯・安全 川 協会

12

広報

実行委員会 第2回スポーツフェスティバル運営委員会(反省会)

2 役員 コミュニティ役員会

2 文化・スポーツ 第4回スポーツ委員会

9 まちづくり 第4回まちづく

16 選考委員 役員選考委員会(第 1回 )

20 福祉 12月 度 多田東地区福祉委員会 理事会

1

6 役員等

12 全体 1月 度運営委員会

13 選考委員 役員選考委員会(第2回 )

17 福祉 1月 度 多田東地区福祉委員会 理事会

20 防犯 =安全 訓練反省会)(防災)

26 文化・スポーツ 回スポーツ

31 文化・スホ
°
―ツ 第5回文化委員会

2

2 広報 第5回広報委員会

3 役員等 =:==t4
9 まちづくり 5画まちづくり委

10 選考委員 役

17 防犯。安全 第9回 役員 -z==7 。1 会)(防 災)

17 子ども育成 第5回子ども育成委員会

21 福祉 2月 度 多田東地区福祉委員会 理事会

21 福祉 トワー 3

3

3 役員等 役員・委員長会議

4 子ども育成 第3回ジョイフル・フレンド・クラブ実行委員会

9 全体 3月
ノヽ

16 広報

21 福祉 3月 田 会 理事会

多田東コミュニティ協議会
会 長    北   稔

6

令不□元年5月 19日 提出

町住民大会(防犯)


