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『振 り込め詐欺』講習会を開催

日時 :4月 16日 (日 )11:00～ (約 1時間)

場所 :多田東会館 2階 大集会室

講師 :川西警察署 生活安全課

高橋時彦警部補

現在、川西警察署管内で振 り込め詐欺の被害が

多発しています。そこで、実際の現場で対応され

ている川西警察署の警察官をお招きして、最新の

手口や対応策などを実例を通して講演していただ

きます。是非この機会にご参加ください。

「ひょうご地域安全まちづくり活動賞」を受賞

前号で推薦記事を掲載 しまし

たが、川西防犯協会より『毎月
の防犯パ トロール、月 20日 以
上の青パ ト巡回活動を実施して

いる大変活動熱心な防犯団体で

ある』などの推薦理由で、川西

防犯協会多田東支部が 「ひよう

ご地域安全まちづくり活動賞」を受賞しまし

た。皆様のご協力のおかげです。有難うござ
いました。

蛛粽プ骰―滓の作は
コミュニティ全域にアルミ板の防犯プレートを設置してい

るのを皆様はご承知だと思いますが、古くなって損傷も

激しくなっているのも見かけますので、順次作成してい

きます。今回は下記の2点です。

新規設置 ヮ取替を要望される方は、岡田 (携帯 :090-4645-8416)ま で連絡願います。

1、 地域安全活動
2、 防犯活動 5点の防犯プレー トを順次制作します。

避難所運営ゲーム(HUG)

日時 :2017年 2月 12日 (日 )

9:30～ 11:50

場所 :多田東会館 2階 大集会室

主催 :多田東コミュニティ自主防災会

指導 :川西市危機管理室 川西防災士会

2月 12日 (日 )避難所運営ゲーム (H IJ G)を 開催いたしました。

HUGと は「H=避難所、U=運営、G=ゲ ーム_の 略で避難者を優

しく受け入れる避難所のイメージとして名付けられました。被災

直後に住民が訪れる避難所で起こる様々な出来事や予測できない

出来事にどう対応するかを模擬体験するゲーム感覚の研修で、静

岡県で開発されました。

当日は、川西防災士会の皆様の指導で、想定説明 。日時・災害状

況・被害状況 。ゲームの説明が行われ、各班にて作戦会議 (受付位

置、通路、避難者の受け入れ場所の設定)を行い、ゲームを開始しま

した。

次々と状況カー ドが読み上げられ、次々と出てくる難題に対し、

それぞれ瞬時に判断しながら避難所運営を行いました。

その後、班での発表では、様々な運営方法や意見が出て、避難所

運営の難しさ、また日頃の訓練、準備の必要性を感じたという感想

をいただきました。

次回は多田東小学校体育館を使用して、避難所運営ゲームを開

催したいと思います。その節はご参加下さいますようお待ちして

います。

29年度の防犯 0安全委員会の活動委員を募集しています。

活動に参加希望の方は岡田まで連絡願います(携帯 :090-4645-8416)

多田東コ 自主防災会
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「子 どもたちの応援団 !」 を目的とする地

域ボランティアです。子 どもが好きな方、

子 どもたちと一緒に楽 しい活動をしたい

方、年齢 。性別は問いません。

【活動内容】

委員会会議 (2ヶ 月に 1回程度)

7月 :夏休みアニメ大会

11月 :ち びっ子広場 (人形劇・アニメ上映会)

しゃらりん l元気 !活動隊 !の活動

サポート

一緒に活動してくれる方大募集 !

このような活動に参加してみたい方、ご質問な
どがある方は連絡先を書いて、多田東会館のポ
ス トに投函してください。追って担当者からご

連絡いたします。

多田東小学校区の小学生で結成する活動団

体です。地域の皆さんが元気になるよう “子

どもたち自身"で企画、準備して活動します。

S・ G・ Kのメンバーがリーダーとなり、小

学生の中から各イベン トに参加 したい子ど

もたちを募集します。

各イベントは、子 ども育成委員会の会議に

て S・ G・ Kも参加して企画を考えます。

【活動内容】

ひとり暮 らしのお年寄 りの集いに参加 し、

ダンス、詩吟、バイオリンなど子 どもたち

の得意なことを披露しました。地域清掃や

流しそうめんを行いました。

「人権講座」を開催しました
～子どもの学びと育ちについて～

日時 :2017年 2月 19日 (日 )

13:30ハシ15:30

場所 :多田東会館 2階 大集会室
講師 :明石 一朗先生 (関西外国語大学教授)

参加者 :70名
主催 :多田東小学校区人権啓発推進委員会
共催 :子 ども育成委員会

多田東小学校区人権啓発推進委員会 委員長 冨田 昌宏

「人権 とは幸せをつくる営みと考えている」と切

り出され、「子育てと学び」の根っこにあるのは

子 どもの人権、幸せになって欲 しいと思うのが

我々の願いである。

堅苦しい内容になりがちの課題を、笑いで包み、

1つでは物足りず、4つ以上では覚えられないと

各課題を “3つ"にまとめて話されました。

子 どもの幸せは①健康②豊かさ (物心両面)③

家内安全 (仲の良い関係)であり、人権は①好感

②共感③親近感の教育。子どもにやる気を引き出

すには①丁寧に教える②友達のつながり③子ども

の生活リズムの確立であると訴えられた。家庭の

教育力では①会話②会食 (家族同じものを食べる)

③役割分担を、地域の教育力では①親が仲良く

やっている姿②挨拶運動。つながり③地域の配慮・

協力を挙げられた。

子育て中の若いお母さん方の参加が多く、それ

ぞれに何か “気づき"があったのではないでしょ

うか。多数のご参加ありがとうございました。

総会開催 日時 :5月 21日 (日 )13:30～
総会開催場所 :多田東会館 2階 (大集会室 )

先着 15名
申込 締 切 日 :5月 14日 (日 )

多田東コミュニテイ協議会総会への傍聴参加者募集

「傍聴希望」と明記し、住所・氏名・電話番号を

記入のうえ、コミュニティ事務局 792… 145◎ に

FAXで お申し込みください。
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褥甕彰頸躾鶉

鋼 国 D
第204水曜日
14:00～ 15:30

GttD
月言射/2,000円
※1回 。90分

G匪肇轟∋
072¨790…3032
渡辺 (わたなべ)まで

第 204金 曜 日
10:30～ 11:30
12:00～ 13:00

1回
,60分′1,500円

072…793-9970
浜瀬 (はませ)まで

………………………」

毎週土曜日
10100～ 12:00

l回。120分/500円
※13歳以上の方

090… 4307‐6942
瀬戸 L上」(せとやま)まで
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月2回開催
※月始めに日程発表

月謝/1,000円
※1回 。120分

090… 9876… 2420
佐 古 (さこ)ま で
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神川 (かみかわ)まで
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晰憮 鰈骰

硼国D
月曜及び夏。冬休み

籠D
l回

,90分′1,000円
※材料費等含む

□調D
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090… 2095‐8698
改田 (かいた)まで
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1回 ,60分/500円
※別途材料費

□調D
090-4273… 7622
植田 (うえだ)まで
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まちづくり委員会からのご案内
●「しゃらりん」へのお問い合せは

090-9876-2420(佐古まで)
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