
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２６年４月１４日(月)、コミュニテイセンター和室において、 

運営委員全員と、来賓を迎えて開催しました。 

次の議案について審議しました。 

(1) 平成２５年度事業報告 

(2) 平成２５年度収支決算、並びに監査報告 

(3) 平成２６年度事業計画(案)、並びに収支予算(案) 

(4) 平成２６年度主催・共催事業に対する事業実施予算(案) 

(5) 平成２６年度運営委員会の役員選出 

(6) 事務管理員の選出 

すべて意義なく了承されました。 

 

平成２６年度の運営委員は次の方々に決定しました。( 太字 は新任) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆ 開館時間   午前９時～午後５時、午後６時～午後１０時 

 （夜間の利用がないときは、午後 5 時で閉館です） 
◆ 休館日     毎週月曜日、祝日、盆（8 月 13 日～15 日） 
              年末年始（12 月 29 日～翌年 1 月 3 日） 
◆ 申込方法   予め当センターに利用申請書を提出してください。 
         電話で仮予約の場合も同様です。 
◆ 管理運営   田迎西地域コミュニティセンター運営委員会 

 

◆ 施設の室名 

◇ 多目的ホール 
     講演会をはじめ地域の集いなど、多目的に利用できます。 
◇ 調理室 

       まごころのこもった食事づくり、給食サービス、料理教室 
などに利用できます。 

◇ ロビー     談話室として利用できます。 

◇ 和 室   潤いのある交流活動に利用できます。 
 
◆ 利用料金表（平成２６年度） 

 ①施設利用料金 （ ）内は、冷暖房使用料です。  
  利用時間 
      区分 

施設名 

（午前） （午後） （夜間）  

午前９時から 
正午まで 

午後１時から 
午後５時まで 

午後６時から 
午後 10 時まで 

和 室 
31.5 畳 
２分割可 

ＡＢ 800 円(600) 1,000 円(800) 1,000 円(800)  
Ａ 400 円(300) 500 円(400) 500 円(400) 
Ｂ 400 円(300) 500 円(400) 500 円(400) 

 調理室 1,000 円(450) 1,200 円(600) 1,200 円(600) 
ホール 
55 畳 
2 分割可 

ＡＢ 1,800 円(600) 2,000 円(800) 2,000 円(800) 
Ａ 900 円(300) 1,000 円(400) 1,000 円(400) 
Ｂ 900 円(300) 1,000 円(400) 1,000 円(400) 

 

 コミュニティセンターで実施している主催事業、及び各種団体と共に行って

いる共催事業についてご紹介します。 

◆主催事業 

◇広報誌(コミセンだより)の発行  年２回 ６月、１２月 

  校区各種団体の活動状況及び、各サークルの利用状況等をお知らせして 

います。 

 ◇地域住民交流事業  毎週日曜日 午後１時～５時 

住民相互の交流を深めていただくために、施設の無料開放を行っています。 

  

毎週日曜日の午後を「地域住民交流の日」

と設定し、当コミュニティセンターを田迎・

田迎西校区住民の皆さんへ無料開放していま

す。「スポーツ、文化、趣味、レクリエーショ

ン、地域の祭り」等幅広く開放して、地域住

民の皆さんが気軽に参加されて、交流が深ま

るよう支援しています。 

 

写真は囲碁を楽しんでいる地域住民の人たち。 

 

◆共催事業 

 ◇環境美化事業   

  二の井手用水路清掃と害虫駆除・花の輪運動 (まちづくり委員会) 

    清掃等 年３回、害虫駆除 年２回、花の輪運動 年２回 

二の井手用水路を清流にする活動の一環

として、まちづくり委員会の皆さんが二

の井手用水路の清掃と EM 団子作り等を

実施しています。昨年、田迎校区は田迎

小５年生(82 名)と一緒に EM 団子を 560

個作り(10/9)、ＥＭ団子の投入(10/18)

を行いました。田迎西校区は EM活性液の

勉強会と配布を行いました 

 

 ◇地域住民交流事業 

  歴史探訪 等 (まちづくり委員会) 

  年１回 ８月頃 

地域と家庭と学校の連携を強化し、子ど

もたちの健全育成を図るため、小・中学

校の夏休み期間中に歴史探訪や工場見

学を兼ねて、子どもたちとふれあい、世

代間の交流の場としています。 

 昨年、田迎校区は「恐竜の島 御所浦」

(8/24)、田迎西校区は「呼子の大川内窯

元」(8/23)の見学会でした。 

 

◇地域福祉事業  

   ふれあいデｨサービス (社会福祉協議会) 

年１回 ９月 
日頃交流の機会が少ない高齢者を対

象に、触れ合いと楽しい仲間づくりを

目的として、健康相談及び指導・健康

チェック(血圧・脈拍測定)・食事会・茶

話会などを行っています。 
写真は昨年９月の食事会模様です。 

 

 

 

  子育て支援・キューピークラブ (社会福祉協議会) 

毎月第２・４水曜日 午前１０時～１２時 
↓H25.６月 知って安心！救急法  ↓H25.12 月 クリスマス会    

      

    ０歳～未就園児の子どもとお母さんを対象に、手遊びや体操・季節に

合わせた活動のほか、子育て講演会や消防士さんを招いての救急法指

導など、月替りの内容も豊富です。いつからでも入会 OK です。お気軽

に参加ください。 

役 職 氏  名 地域での役職等 
会 長 東田 勝明 前 社会福祉協議会会長 
副会長 西田 耕造 田迎西 社会福祉協議会会長 
副会長 木場 好 田迎 ３町内自治会会長 
事務局長 福井 潤一 事務管理員（田迎３町内） 
会  計 米村 美紀 事務管理員（田迎西１町内） 
書 記 森元 可津幸 事務管理員（田迎西１町内） 

監 事 兼本 正勝 田迎西 自治協議会会長 
田迎西 １町内自治会長 

監 事 山﨑 斌夫 田迎 自治協議会会長 
田迎 ２町内自治会長 

委 員 田上 敏也 田迎 まちづくり委員会会長 

委 員  太田 國人 田迎西 まちづくり委員会会長 
田迎西 ３町内自治会長 

委 員 前田 幸子 田迎 社会福祉協議会会長 
委 員 西 栄一郎 田迎西 ２町内自治会会長 
委 員 兼田 義昭 田迎 公民館長 
委 員 西   昭 田迎西 公民館長 

４月より田迎西地域コミュニティセンターに名称変更しました。 

本号では、田迎西地域コミュニティセンターの施設利用案内と、 
主催事業・共催事業及び、校区の皆様とのふれあい活動の取り組み 
をご紹介します。 


