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新しいコミュニティだよりは、地域内の個人及び法人事業所等にもお届けします
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ご挨拶

多田東コミュニティ協議会

会長北　稔

引続き会長を務めます北でございます。昨年

度は新組織で、運動会等の従来事業や新規に青

パト導入事業等にも取り組みました。

現在、多くの皆様のご協力で週5日、青パト巡

回を実施しております。

今年度も新たに、「まちづくりプラザ・しゃ

らりん」と名付けた活動拠点づくりに取組みま

す。其処では、趣味のサークルや各種教室・各

種販売・パーティー等でご利用いただけ、多く
の方の交流の場となることを目指しています。

ご協力宜しくお願い申し上げます。

地域分権制度を活用した
多田東のまちづくり

川西市長大塩民生

本市では、コミュニティ組織を基盤とした地

域活動の活性化を図る仕組みとして、地域分権

制度が本格的にスタートしています。貴コミュ

ニティにおかれましても、この制度に基づく地

域づくり一括交付金を活用し、青パトによる児

童の見守りや、多世代交流拠点づくりとして「ま

ちづくりプラザ・しゃらりん」を開設されるな

どご尽力されています。

今後とも、貴コミュニティのますますのご発

展を心から祈念いたします。

ーコミュニティ北会長、市役所岡本室長にご参加いただきメンバーと共に一

待望の地域交流拠点「多田東まちづくりプラザ・しや
らりん」開所式が、5月8日(日)10:00より現地で行

われました。
当日は川西市総合政策部参画協働室〃岡本室長をは

じめ行政の皆さま、多田東コミュニティ協議会"北会長
はじめ役員の皆さま、まちづくり委貴会の皆さ

ま、そして篠木和良県議会議員も終盤に駆け

{

つけてくださいました。北会長の挨拶、岩田委貝長の

経過報告に続き、岡本室長より祝辞をいただき、全員
で記念撮影のあと最後に佃事務局長の音頭による乾杯
で終了しました。

交流拠点では、いろんな催しに利用いただける「貸し

館」事業からスタートしており、皆様からの申し込みを
お待ちしております。

「各種販売」　　　　　　　　　　に

皆さまご利用ください。1時間/50〇円です。詳しくは09か8168-9742(岩田まで)
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議案第l号　平成27年度事業報告

議案第2号　平成27年度会計決算報告

並びに会計決算監査報告

議案第3号　平成28年度補欠役員の承認

議案第4号　平成28年度事業計画(案)

議案第5号　平成28年度予算(案)

日　　時:2016年5月22日(日)13:30へ15:00

場　　所:多田東会館2階　大集会室
代議員数:総数98名、出席者70名・委任状22件
傍聴者数:3名

来賓音数:8名

多田東コミュニティ協議会の総会が、5月22日(日)に開

催されました。

まず、北会長の挨拶、来賓の祝辞・紹介に続いて祝電が披露

されました。

その後、議長に冨田昌宏さんを選出し、続いて書記及び議事

録著名人が選出されました。議事に入り、各議案が詳しく説明
・報告されたのち、議長が挙手による採決を求めたところ、す

べての議案が挙手多数により可決承認されました。

議長降壇の後、平成28年度役員・委員長が紹介され、総会
は滞りなく終了いたしました。

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:円)

項　目 �予算額 �決算額 

前年度繰越金 �853.141 �852,277 

交付金 �3.847,000 �3,850.000 

市放課後子ともプラン �200.000 �200,000 

助成金 �50,000 �l,330,000 

事業収入 �200.000 �184,080 

雑収入 �300,000 �384,200 

指定管理料余剰金(H26分) �0 �222,958 

寄付金 �0 �404.572 

収入合計 �5.450,141 �7,428.087 

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:円)

項　目 �予算額 �決算額 

文化・スポーツ委員会 �1,235,000 �1,024,395 

福祉委員会 �530,000 �515,999 

防犯・安全委員会 �550,000 �528,181 

子とも育成委貝会 �530,000 �447.296 

まちづくり委員会 �530.000 �475,334 

広報委員会 �552,000 �497,894 

本部・事務局運営費 �1,150,000 �l,074,482 

多田束コミュニティまつり基金 �150,000 �150,000 

予備費 �223.141 �179,157 

支出合計(1) �5,450,141 �生892,738 

育パト導入事業　　　　　　　　　　　　　　(単位:円)

項　目 �予算額 �決算額 

青パト車両等購入費 �1,684,572 �1,571.600 

支出合計(2) �1,684572 �l,571,600 

次年度への繰越金

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:円)

項　目 �予算額 

前年度繰越金 �963,749 

交付金 �3.86l.000 

交付金加算金(先駆的事業) �l.000.000 

市放課後子ともプラン事業 �200.000 

川西防犯協会よりの助成金 �50,000 

事業収入 �200.000 

雑収入 �300,000 

収入合計 �6,574,749 

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:円)

項　目 �予算額 

文化・スポーツ委員会 �1.050,000 

福祉委貴会 �520,000 

防犯・安全委員会 �540,000 

子とも育成委員会 �480,000 

まちづくり委貝会 �270.000 

広報委貝会 �540,000 

本部・事務局運営費 �1,200,000 

チャレンジ事業操出金 �l,120,000 

多田束コミュニティまつり基金 �150,000 

予備費 �704,749 

支出合計 �6,574749 

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:円)

項　目 �予算額 

チャレンジ事業繰入金 �1,120,000 

チャレンジ事業売上金 �360,000 

支出合計 �1,480.000 

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:円)

チャレンジ事業 予算額
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文化・スポーツ委員会

・運動会の開催(1〇月16日)

・文化祭の開催(11月19日・2〇日)

・作品展の開催(2月25日・26日)

・学校プール開放(7月24日一8月5日)

・多田東ふれあいスポーツ開催(年3回)

・舎羅林山ハイキング開催(3月)

・その他

防犯・宴会要員会

地域内パトロール(月1回)

青色パトロール車巡回(週5回)

防犯キャンペーン実施(夏・冬)

振込め詐欺防止キャンペーン等実施

防災訓練

(初期消火)(室内火災等)の実施

救命講習会・避難所運営図上訓練

連携団体との共催事業に参加

その他

広報委員会 �〇〇〇〇〇"　　　　　　　　　　　　　　　　"" 

・広報紙の発行く年3回) � 

・ホームページ(B」OG)運営 �●　●　　　●`● 

・その他 �くプ○○ め. 　′′I 

一　二　三　　饗　二●　言 � 

・総会開催 � 
・運営委員会開催 � 
・共催・協賛事業の実施 ・市コミュニティ連合会等の 外部組織との連携 ・その他 �萄 

福祉講習会・講演会の開催(福祉に資する事業)

相談・ふれあいひろば開催(相談窓口事業)

ボランティア活動実施(ボランティア活動事業)
・認知症啓蒙活動(ボランティア活動事業)

・各種福祉交流会(住民との交流事業)

・介護予防教室支援(住民との交流事業)

・車イス体験指導(住民との交流事業)

・福祉ネットワーク会議開催

(福祉NW会議事業)
・避難行動要支援者台帳管理

(福祉NW会議事業)
・その他

子ども育成委員会

アニメ大会・ちびっこ広場開催

地域教育フォーラム開催
「しゃらりん!元気!活動隊!」の支援

きんたクラブ開催(放課後子ども教室)

三世代ふれあい広場開催(ジョイフルフレンドクラブ)
・舎羅林まつり(小学校P丁Aと共催)

人権啓発講演会

(人権啓発推進委員会と共催)
・地域の教育機関、保育機関との連携

・その他

・チャレンジ事業(地域交流拠点設立)

・環境講演会開催

・国崎クリ葛ンセンター見学会開催

・納涼の集い・トラ市(商業会主催)

・まちづくり交流事業

・その他

轟∴∴紅

役　　職 �氏　名 

会　　長 �北　　　稔 

副　会　長 �岩田　秀雄 

副　会　長 �官本　千浪 

副　会　長 �北野　紀子 

副　会　長 �本間　和男 

事務局長 �佃　　義廣 

会　　計 �西部紀美子 

監　　事 �大西　圧縮 

監　　事 �小川弥栄子 

委員会名 �役　　職 �氏　名 

文化・スポーツ委員会 �委　貝　長 �梶谷維久子 

福祉委員会 �委　員　長 �佃　　義廣(兼務) 

防犯・安全委員会 �委　員　長 �岡田　耕治 

子ども育成委員会 �委　員　長 �官本　千浪(兼務) 

まちづくり委員会 �委　員　長 �岩田　秀雄(兼務) 

広報委員会 �委　員　長 �杉山　聡子 

雷、『、、
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支化・えポ≒ヅ要員会

「かわにし健幸マイレーヨ」

開催日:10月16日(日)
※雨天中止の時は10月30日(日)に延期します。

時間及びメニューは
9月にプログラムを
全戸配布いたします

回コミュニティ大運動会の様子

「力ローリング」で楽しみましょう!

「かわにし健幸マイレーヨ」
行きましたポイ⊃ト対象事業

カローリングとは……冬季オリンピックで有名

な氷上のスポーツ　〈カーリング〉　からヒントを

得て誕生した　〈フローリング〉　の上で競技する
ニュースポーツです。

日程:11月5目(土)

場所:多田東小学校体育館
時間:9:00へ12:00

9月13日(月)から多田東会館(イズミヤ隣り)

に参加申込書を用意しています。

多田東小学校

暑い夏がやってきました。今年も下記
の日程でプール開放を実施します。3歳

以上のお子様から大人の方まで地域の方
ならどなたでもご利用できます。
小学生未満のお子様は保護者同伴でご

利用ください。

期間:7月24日(日)へ8月5日(金)

※7月31日(日)はお休みします。

場所:多田束小学校プール
受付:13:00へ13:30

開放:13:30へ15:30

◎8月6日(上)午前に小ノ羊生水泳大会を

開催します「

第34回

国電顕
襲鰹鸞

参劇毒募集中!
日頃の成果を発表
してあませんか1?
★ビンゴゲーム大会も

開催予定です。


