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新しいコミュニテイだよりは、地域内の個人及び法人事業所等にもお届けします

実顔 と太い絆で結ばれる地域のエネルギーに満ちたまち“多日
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「人と人のふれあい」

鯰

隷鶉

多田東会館の土足化対応工事を、

川西市に数年前より要望しておりま

したが、今年度実現いたしました。

昨年 11月 21日 から2月 10日
までの改修工事中はご不便をおかけ

いたしましたが、 2月 11日 より新

たにオープンいたしました。

コミュニテイセ⊃ター・老人憩いの家

量L痴進のまま入館できるようになりました!

道路との段差がなくなりました  玄関前の段差がなくなりました

トイレに手す りがつきました

会館の受付前の様子です。土足のまま入館で

きるので、以前の靴箱はなくなりました

2階 大集会室の床を全面張り替
えています

階段に手すりがつきました

隆恣
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新春チヤレ⊃ブゲームヘGO!

サーキットラン・ ドッジビー・ピン

ポン・バ ドミン トン・カロー リング・

スローイングビンゴなどスポーツクラ

ブ21で行っているスポーツをゲーム

化してチャレンジしてもらいました。

インフルエンザが流行っている時期

の開催ではありましたが、九気に参加

してくれる子どもたちで体育館は熱気

につつまれ、手伝いの大人の方も一緒

にゲームに参加 して楽しみました。み

んな笑顔で盛 り上がって楽しい時間を

過ごせました。

第 3回多田東ふれあいスポーツ

日時 2017年 1月 28日 (土 )

9:00～ 12:00

多田東小学校体育館

:小学生 34人、手伝い 17人
場所 :

参加者

小学生キックベースボール
&もちつきイベフト

日時 :2016年 12月 23日 (金・祝)

9:00～ 12:00
場所 :多田東小学校グラウンド
参カロ者 :223人

(幼児19人、小学生121人、中学生以上83人 )

前 日の雨で開催が
危ぶまれましたが、

天気 も味方 してた く
さんの参加者があ り
ま した。皆 さん楽 し
く美味 しく過 ごされ
て いた よ うで した。

手伝いもたくさんで助かりました。

餅つきのつき手の方たちや
事前準備の方たちには本当に

感謝しています。
これからも、子どもたちの

楽しみのため続けていければ
と思います。

籟塚躊赳颯隋屁隕⑮颯鰤

①

コミュニテイ里山ハイキング

舎羅林山に登ろう!

日時 :2017年 3月 12日 (日 )9i30出発

参加者 :77名

春の暖かな日にハイキングを開催でき、参加

者の皆 さんも楽 しげに出発されて行かれまし

た。

77名 の参加者の中には初めての方も意外と

多く、地域で身近に楽 しめるコースを知ってい

ただけて良かったです。

事故もなく帰ってこられた人たちは上着を腰

に巻いて暑そうでしたが、清々しいお顔で 「楽

しかったです」 と l

皆さんの笑顔を見て、開催 して本当に良かっ

たと思いました。来年もたくさんの参加をお待

ちしています。

文化・スポーツ委員会 委員長 梶谷 維久子

日時 :2017年 2月 25日 (土)12:00～ 18:00
2017年 2月 26日 (日 )10:00～ 15:00

場所 :多田東会館

体験コーナーでは子 どもたちの楽しげに作っている姿

が印象的でした。お茶席にもたくさんの方にお越しいた

だき、サロンもゆったり心地よい空間となりました。

多田東小学校生徒の習字展示に加え、今年度は多田中

学校生徒の自由研究の展示もあり、来場者が多かったよ

うに思いました。

地域のたくさんの方たちに作品を見ていただけること

が次につながる力になると思います。開催にご協力下さ

いました皆様に感謝しています。

平成 28年度

多田東小学校「しゃらりん !元気 !

活動隊 !」 のフリーマーケット多田中学校生徒の自由研究

1響

体験教室

・ ::証 ‐

作品展

■
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第 1回多田東ふれあいスポーツ

tru -1-r)E:f'r*uatuiI I

日程 :2017年 5月 27日 (土 )

場所 :多田東小学校体育館

受イ寸: 8:30

開会 : 9:00

閉会 :12:00

スローイングビンゴとは ロロロ

砂の入つた袋を投げて25個のマスの縦・横・斜

めに5個そろえてビンゴを狙うゲームです。
1チーム3人で行うゲームですが、1人でも2人

でも参加OKです。

3月 13日 から多田東会館 (イズミヤ隣り)

に申込書を用意しています。

スポーツクラブ21多田東

スポーツクラブ21多田東では原則土

曜日の 9時～ 11時 に多田東小学校でイ
ベントを行っています。年齢は問いませ

んので、上靴 。お茶を持参で気軽にご参

加ください !

月  1日 …お休み

4月 8日…お休み
4月 15日 "・ ドツチビー・ ドツジボール

4月 22日…ピンポ⊃・バドミフトフ

4月 29日…お休み

撒

5月  6日…ドッチビー・ ドッチボール

5月 13日…春の体験まつり
5月 20日…ピ⊃ポ⊃・バ ドミント⊃

5月 27日…お休み

,聯醸

スポーツクラブ21多田束のイベントで、指導・協力していただいているスポーツ団

体を紹介します。下の 13団体は多田東小学校を練習拠点に活動されています。興味の

ある方は直接練習時間に小学校にお越しください。詳しくは小学校裏門横のクラブハウ

スに掲示しています。

□ E
活動対象種 目活動対象 団体名団体名 種 目

剣道多田剣朋会野球 少年 。男女多田東少年野球クラブ

青少年・男女カ ギ
コE¬

「
少年 。男女 少林寺空手道錬心舘多田東少年サツカークラブ サッカー/フットサル

一νに
‥

】ノミド 成人・男女多田東バドミフトフクラブソフトボール 成人・男子鼓が丘アンクルズ

少年 。男女バスケットボール成人・男子 多田東コスモス多田クラブ ソフトボール

バレーボール 成人・女子ソフトボール 成人・女子多田フレツシユ

成人 。男女卓球成人 。男女 多田東卓球クラブしやらりん
グランドゴルフクラブ

グラ⊃ドゴルフ

バト⊃トワリングチビッコギャング

老若男女

バレーボール愛好会

多田地区

少年 。男女
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福祉講座を開催しました
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介護保険制度の改正に伴い、4月
1日 から介護予防 。日常生活支援総

合事業が始まります。介護保険の要

支援認定の方の訪間介護と通所介護

が、全国一律の事業から市の実情に

合わせた多様なサービス とな りま

す。
この事業についての説明会 「福祉

講座」を多田東会館で開催しました。

師 川西市長寿・介護保険課
主幹 田中 英之 様

主査 山本 みどり様

平成 29年 3月 12日 (日 )

要支援認定を受け訪間介護や通所介護を利用する人へ

の市のサービス内容は、現在行っているサービスに相当

するものと、新しく「基準緩和型サービス」があり、サー

ビスが増えたり、また現在より低い単価設定となってい

るという説明がありました。

他に介護認定の方法 (基本チェックリス ト使用のケー

ス)やケアプラン作成などについても説明がありました。

生活に密着しているため、約 50人の出席者から多数
の質問があり、色々とお答えいただきました。

実施 日

不明な点は市役所の長寿・介護保険課あるいは担当地域の幽」重塑窒盪量ヒと2二へお問い合わせください。

多田東地区担当 :多田地域包括支援センター (平野 3丁 日2-13)8072-790-1301

落語や日本舞踊で参案しみ (だ 0、｀

日時 :2017年 6月 25日 (日 )11:00～ 14:00

場所 :多田東会館 2階 大集会室

※対象の方 |こ |ま 後日地域の民生委員の方から案内します

:「おひとり暮らし
高齢者の会」の開催予定が

決まりました。

第 1回

「脳活・多田東」
を実施 しました

認知症に強い脳を作るために血流
と代謝をよくしたり、計画力・思考力・

エピソー ド記憶・注意分割機能など

を自然に使う習慣を身につけた りし

ていきます。

。1日 30分の早歩きをめざしました |

・目的地を決め、調べ尽くして旅行を計画
。みんなで、大阪城周辺や中之島近辺に行

きました。

毎週情報を集めて

みんなで計画

■■鷲‐

大阪城 (NHK)付近へ

鰺鰺釉吻ゝら晰 鵞Mが蝙軋讐なす

主催 :川西市・多田地域包括支援センター

共催 :多田東地区福祉委員会

認知症予防事業 認知症の人や家族を温かく見守る応援者

認知症サポーター養成講座
認知症について学び、正しく垣言三_、 調t[ε 人や家族が困っ

た時に手助けしてくれる認知圧丁=一
'一

そ養成する講習会で
す。

認知症になっても住み慣れた地域で責 主_て暮らしていくこ
とができるように、今年も多田東地区下三各菫治会をはじめと
して、多田東小学校のPTAの お母さん万 ,こ 丁ホーター養成講
座を受けていただきました。

また、今年度は初めての試みとして多田甲学硬ε全学年の生
徒さんや先生方 683名 に、多田地区の福社委員会こ多田地域
包括支援センターと共に市内からの応援を得て、キTラ バンメ
イ ト72名、地域包括支援センターの専門職 19名で講習会を
実施いたしました。この他にも地域のお寺 (岡本寺)や東多田
地区の方々などいろいろな団体、グループにも研修を受けて頂
きました。
10人前後のグループの方からご希望があれば講習会を開き

ます。福祉委員会へお申し込みください。
受講された方には認知症サポーターの目印である

~オ
レンジ

リング」をお渡しします。

岡本寺            多田中学校

主催 :多田東地区福祉委員会・多田地域包括支援センター

質ヨ|
u」 祉

国

講 座

目腱

ら
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私たちでお引き受けしています !!

高齢者への傾聴・草引き 。病院への付き添いなど

(無料にて)

(定例会で福祉委員会委員長とともにパチリ)

このまえ、どこかの団体の有料草引きより、

「ほゝえみ」の無料草引きの方がきれいだったらしい。

心の込め方の違いだ。・・ 。とか

私たちに力を貸していただけませんか?

ボラフテイア部会「ほゝ えみ」部会員 募集中

連絡先 072(793)5815中 野

鶯お待 たせ いた しました 讐

「ふれあいひろば」再開しています。

(多 田東会館改修工事終了につき)

多趣璧睦鰹鷺1櫨甕員会

気軽|こ来て下さしヽ。

毎聾礎霧日

午前帥100～ 12:00

年後 1:00-‐ 3:00

多理亜豊譴1「 舎黛室

(イズミヤ犠]

TE1072-798-懲 858

議鸞鍛b事っとした、醸難,事

お心.lませんな1,

蓬憾鷺嘱験こ造燿譲く驚奪慧ヽ會
麟鸞悔曲爆榛:こ どうぞ11

青福機健懸 |こ 聞すること膏
筆露 .鶯 蝶舅竃曇
等離10輸～午豊 3崎護督

平成 28年 12月 1日 付で、民生委員 。児童委員が一斉改選されました。

民生委員は民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱を受けた、県の非常勤の特別職でボランティアと

して活動しています (任期は 3年 )。 今年 (平成 29年)は民生委員の制度が創設されて 100周年となります。

新たに委嘱されたのは川西市で 230人 (全国で 23万人)、 任期は 31年 11月 30日 までとなつています。

民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域において、住民の生活上

のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ適切な支援やサービスヘの「つなぎ役」としての役割を果たすとと

もに、高齢者や障がい者世帯の見守りや安否確認など社会福祉活動の推進にも重要な役割を果たしています。

委員は、秘密を守る義務があり、相談者のプライバシーは守られます。相談事はそれぞれの担当区域の委

員へ遠慮なくご相談ください。

●多田東地区の民生委員・児童委員の名前と担当地域は下記のとおりです。

柴田 壽美夫 東 多 田2丁 目17～ 31 細見 幸己 (792)1276

飼田 美世子 (793)0288阿部 登美子

福田 義治

(793)1949

(792)1749

(793)5768

東 多 田3丁 目1～ 3・ 6～ 10

東多 田3丁 目4・ 5。 11～ 17 薮内 玲子 (793)0138

辰巳 員理子 (792)0935 東多 田3丁 目18～ 23

上玉利 玲子 鼓が滝1丁 目 1～29

来 田 順子

佃  義廣

(792)3826

(793)6180 鼓が滝1丁 目30～ 34
鼓が滝2丁 目

冨田 昌宏

(793)8288

(793)1031

折山 建二

横尾 啓子

(793)5295

(792)2209

(792)1382

(793)8610

平野 1丁 目1～ 12

平野 1丁 目17～ 40

平野 1丁 目13～ 16

平野 2丁 目6～ 8

平野 3丁 目1・ 2・ 15～ 24

平野 2丁 目1～ 5・ 9～ 36
平野 3丁 目3～ 14

東多田1丁 目 1～ 11

東多田1丁 目12～ 26

東多田 2丁 目1～ 26・ 32・ 33

|

多田桜木2丁 目

多田桜木1丁 目

藤井 佐知子 (793)8603

鼓が滝3丁 目1～ 9

鼓が滝3丁 目10～ 27

主任 児童委 員

大野 道代

高橋 真苗美

大石 博美

(774)8114

担当区域 氏名 電話番号 担当区域 電話番号


