
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H27.9.27 開催 

健康ウォーキング 

参加申込書 

区  名 氏   名 電   話 

   

   

主な事業計画等 
8月 23日(日)19：30防災研修会 

8月２９日(土)せきのみやふれあいまつり出店 

9月 6日(日)養父市一斉防災訓練 

 

主な活動経過等 
7月 18日(土)ふれあい市場 100名 

スイカ割り大会、寄せ植え講座、喫茶 

7月 22日(火)生活研究 G但馬大会参加 浜坂３名 

7月 23日(木)文化部会、 

島根大学.作野教授調査来館 

7月 24日(金)特産品研究会 

7月 25日(土)心肺蘇生法＆AED講習会 8名 

7月 28日(火)正しいラジオ体操講座 23名 

7月 30日(木) 加工セミナー参加 2名 

7月 31日(金)防災研修会依頼 市役所へ２名 

8月 1日(土)ステンシルトントン講座 30名 

8月 4日(火)自治振興部会 手芸サークル 

8月 6日(木)加工品個別相談会 養父公 ２名 

8月 7日(金)運営委員会 

8月 10日(月)環境安全部会 
8月 13・14日（木・金）お盆休館 

 

           

 

 

「心肺蘇生法＆AED講習会」〔担当：環境安全部会〕 

 7 月 25 日(土) 8 名参加 

H25 年度か 

ら毎年実施し  

ています。 

今回､少数参 

加でしたが、 

全員が実技訓 

練をしました。 

見つけたら 

意識確認 人を呼ぶ(119、AED ) 呼吸確

認〔胸骨圧迫 30 回･呼吸 2 回 繰返す〕 

2015/8/15№67 

出合校区協議会 

（であいの里） 

(電話)667－8020 

（Fax）667－8022 

http://www.deaik

yo.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

出合校区の各区でも ここ１０年の間に、台風や集中豪雨による土砂

災害、家屋の浸水、河川護岸の崩壊など 大きな被害を受けています。 

また、特に近年は地球規模で 異常気象による災害が発生しており、

いつ、どこで、どんな状況が起こるか 不安は尽きません。 

大切な財産や命を守るため、また、もしもの時に被害を最小限に止

めるため、日ごろから危険区域や気象状況を把握し、対策を考えてお

くことが必要です。 

大勢の皆さまの参加をお願いします。〔担当：環境安全部会〕 

 

『であいの里お楽しみポイントカード』 

【目的】「安全、安心」「歴史、文化」「健康づくり」などをテーマにしたイベント

への参加を促進し、魅力ある地域づくりを図ることを目的に、協議会が指

定するイベントの参加者（出合校区民）に対して、お楽しみポイントカー

ドを発行しポイントを付与します。 

【ポイント】指定するイベント 1回につき 1 ポイント 

【お楽しみ品】H29 年度までの間に指定するイベントに参加され、10 ポイン 

トたまった場合、であいの里の特産加工品と交換します。 

（品物は主催者で決めます。） 

【カード】再発行はしませんので大切に保管してください。 

 

・今年 3 月実施しました「健康ウォーク」で発行を受けた方はそのカードにポイ

ントを張り付けていきます。 

・H27年度「AED講習会」「校区内探訪」「正しいラジオ体操」「防災研修会」「健康

ウォーク」を対象としますので参加された方はお申し出ください。 

・今後、指定するイベントは、その都度、広報でお知らせします。 

・不特定多数を対象とするイベント等は対象外とします。 

・このポイント制度は 29年度までとします。 

「正しいラジオ体操講座」〔担当：健康福祉部会〕 

 7 月 28 日(火) 23 名参加 

「ラジオ体操第 1.第 2」と「みんなの体操」を

教わりました。これまで正しくやっていたつ

もりでも、違いがたくさんあることがわかりま

した。みんなで健康づくりを！！ 

 

・行程 出発 8：00……竹田にて天空ﾊﾞｽに乗換 9：00……城跡駐車場ﾊﾞｽ下車 9：20……徒歩約 20 分(登り)… 

竹田城跡周遊 9：40～11：00…徒歩約 20 分(下り)…天空ﾊﾞｽ乗車 11：35…町中観光駐車場下車 11：50… 

竹田駅周辺･虎伏公園(昼食)12:00～13:00…竹田寺町通り散策 13：30～15：00…ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ乗車 15：00… 

…海鮮煎餅にて休憩 15：15～15：45……であいの里着 16：30        〔担当：健康福祉部会〕 

 

 

 

【と き】 9 月 27 日(日)  であいの里 7：45 集合 

【行 先】 朝来市 〔養父市マイクロバス利用〕 

【参加費】1,000 円（天空バス・入山料等） 

【持参物】弁当、お茶、おやつ等各自必要なもの 

【募集人員】校区民対象. 先着 25 名で締切り 

【申込受付】8 月 17 日９時～ (平日 9～17 時) 

      電話・FAX・窓口にて直接 

【その他】城跡と町中散策：ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞの説明あり 

＊やっぷー健康 P ｶｰﾄﾞ・であいの里お楽しみｶｰﾄﾞを持参 

きゅうりの集荷（月・水・金 午前中） 
ご協力ありがとうございます。   

たくさん出していただきたいので 

いつまででも受付

けます。 

よろしくお願い

します。 

（８月 14 日は集荷休） 

 7 月 18 日(土) ふれあい市場  スタッフ・来場者 100 名 

ご来場・出品など 大勢の皆さまにご協力いただきありがとうございました。 

幼児のスイカ割り大会、寄せ植え講座、喫茶 いろいろあって盛会でした。 

施設改修  

 平成24年度から3年間積立していた

施設改修のための基金 900千円と、今

年度交付金を併せ 1,300 千円で施設

改修工事を行いました。 

主な改修内容 

・第 2研修室 絨毯を床張りに張替 

・調理用物置 畳部分を床張りに張替 

・喫茶室 エアコン設置 

・調理室（そうざい室）エアコン設置 

・調理室廊下北側 ブラインド設置 

＊調理室にエアコンを設置、衛生的に

なり、加工作業も快適にはかどります。 

 野菜乾燥機導入・加工品開発  

・「がんばる地域」交流・自立応援事業 

県補助金を受け ７月 乾燥機導入 

 現在、加工グループで漬物などに必

要な地産轟大根を干し大根にしてい

ます。 

また、特産品開発委員で朝倉さんし

ょや干し大根をとりいれた加工品開発

を進めています。 

天空の城 竹田城跡 ・ 町中散策 への おさそい 

 
 

 

  ８月２３日（日） ・・・・・災害に備えて・・・・・ 養父市出前講座  

「防災研修会」に参加を！！ 

 
 

 

出品者     10 名(ｸﾞﾙｰﾌﾟ) 

品目数 32 種類.  出品数 341 個 

売上数 328 個 売上金額 54,670 円 

出品者支払額    49,663 円     

協議会手数料    5,007 円 

・スイカわり大会 15 名 

 

喫茶利用者       30 名 

売上金額     8,900 円 

加工会計     8,010 円 

協議会手数料     890 円 

・寄せ植え講座 7 名 

材料代 10,500 円 浅井園芸へ支払 

 

「ステンシルトントン講座」 8月 1 日（日） 30名参加  〔担当：文化部会〕  

 

 

ステンシルトントンは初

めての体験､T シャツやバ

ッグに好みの絵柄の型を

置き、絵の具をつけた筆を

ﾄﾝﾄﾝと押して文字や絵を

つけます。おばあちゃんと

孫、母と子など 幼児から

中高年まで、夏休みのひと

ときを楽しみました。 

 地産きゅうり、干し大根などが入り 好評「はちぶせ漬」 

出来上がった作品をバックに記念撮影「満足！満足！」 

http://www.deaikyo.com/
http://www.deaikyo.com/

