
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 主な事業計画等 
7月 16日(土)9：30開店 

であいの里ふれあい市場 

7月 20日(水) 

13：30 自治振興部会 

7月 21日(木)19：30文化部会 

      20：00 健康福祉部会 

  起業家応援セミナー 八鹿 

7月 24日(日)7：40集合 

山陰海岸ｳｫｰｷﾝｸﾞ・ｼﾞｵﾊﾟｰ 

ｸ・文化史跡めぐり香住方面 

7月 26日(火)13：30市議会 

生活環境常任委員会視察 

7月 29日(金)19：30～ 

      第 4回運営委員会 

8月 6日(土)夏休み体験教室 

主な活動経過等 
6月 18日くだリング受入 22名 

6月 23日起業家ｾﾐﾅｰ出席 2名 

6月 24日食事 8名 

6 月 25 日心肺蘇生法＆AED 講

習会 18名 

7月 2日親睦研修旅行 39名 

7月 5日女性部会 

7月 6日市自連協総会 会長 

食品衛生協会巡回指導 

7月 8日まほろば産直の会総会 

7月 6.13日第一学院土人形講座 

7月 12日生研 G但馬大会 2名 

       手芸ｻｰｸﾙ 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016/7/15 №79 
兵庫県養父市出合 249 

出合校区協議会 

〔であいの里〕 

(電話)667－8020 

（Fax）667－8022 

http://www.deaiky

o.com/ (ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ) 

 

議事(1) 平成 27 年度事業報告について 

  (2) 平成 27 年度決算報告及び監査報告について 

  (3) 平成 28 年度事業計画(案)について 

  (4) 平成 28 年度予算(案)について 

  (5) 出合校区協議会規約の一部改正(案)について 

 

〔と き〕 ８月６日(土) 

        受付 9：15～  

開始 9：30（午前中） 

〔ところ〕  であいの里 研修室 

〔講 師〕  森田一成 氏  

(豊岡市 (有)森田教材） 

〔参加費〕 1 人 630 円 (材料費) 

〔持ち物〕 エプロン、手ふきタオル、のみもの 

〔募集人数〕 先着 20 名程度 

〔申  込〕  7 月 25 日(月)までに下記申込書を提出(Fax.℡も可) 

〔その他〕  

・ 6 日に形を作ります。 

・できあがりは約 3 週間後になります。 

・完成作品の色(釉薬)は白、又は肌色で、 

講師におまかせとさせていただきます。 

・幼児や小学生低学年は保護者といっしょ 

に参加してください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ キリトリセン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

8 月 6 日 夏休み体験講座 参加申込書      提出：7 月 25 日迄.であいの里 

住 所 氏 名 ○印記入 電 話 備 考 

  一般・小・中・幼児・     

  一般・小学生・幼児・   

  一般・小学生・幼児・   

 

マグカップ、お茶わんなど 粘土で手づくり 

夏休み体験講座 
親子参加大歓迎    

   

平成 28 年度出合校区協議会定期総会の報告 
5 月 20 日(金) であいの里研修室におきまして、定期総会を開催し

ました。出席者は 70 名(委任状含む)で、栃本茂良会長のあいさつに続

いて、岡一治氏を議長に選出、報告 3 件、議事 5 件が会長、会計、各

部会長から提案、審議の上すべて原案のとおり承認、可決されました。 

（先月は広報紙面の都合上、報告ができませんでしたので、遅くなりました

が今回報告させていただきます。） 

主な議事は次のとおりです。 
 

 

夏休みの期間中に親子でも楽しんでいただける“ものづく

り”の体験講座を計画しました。 

今回は、粘土でマグカップや湯のみ茶わんなどを作ってみま

しょう。小・中学生の皆さまは、夏休みの作品づくりを兼ねて、

ぜひ参加してください。 

もちろん、一人参加もＯＫです。    〔担当：文化部会〕 

 

 

平成 28 年度事業計画（抜粋） 

・集落支援事業補助金交付 

・親睦研修旅行(7 月 2 日) 

・ふれあい市場(7 月 16 日・11 月) 

・ふれあいまつり(10 月 30 日)(実施日変更しました) 

・健康ウォーキング・ジオパーク・文化史跡探訪(7 月 24 日) 

・夏休み親子体験講座(8 月 6 日) 

・ひなまつりコンサート(3 月)  

・体力測定会(6 月 5 日) 

・ノルディックウォーキング 2 回(8.9 月) 

・福祉学習･福祉サロン 

・心肺蘇生法＆ＡＥＤ講習会 

・防災研修会 

・環境美化パトロール・看板設置・施設周辺草刈清掃 

・こいのぼりまつり(5 月 15 日～6 月 5 日) 

・ひなまつり(3 月 3 日～4 月 3 日) 

・こども園とのもちつき交流会(12 月) 

・加工視察研修  

・各種研修会、イベント参加 

・特産品開発研究  ・その他 

    

 

報告(1)平成 27 年度補正予算(第 1 号)専決処分の承認について 

(2)役員(幹事)及び部会員の一部変更について 

(3)出合コミュニティスポーツｾﾝﾀｰに関する要望書回答について 

 

平成 28 年度収支予算（抜粋） 

・収入の部          (単位：円) 

市包括交付金 5,085,000 養父市より 

繰越金 220,452 前年度繰越金 

雑収入 374,548 コピー代他 

収入合計 5,680,000  

・支出の部          (単位：円) 

視察研修費 180,000  

事業費 

 

600,000 自治振興部会 200,000 

文化部会  80,000 

健康福祉部会  70,000 

環境安全部会  50,000 

女性部会 200,000 

維持費 850,000 光熱水費他 

事務費 450,000  

事務局人件費 2,500,000  

補助金 400,000 集落支援事業補助金 

積立金 200,000 施設改修積立金」 

その他 500,000   備品購入費 100,000  

施設整備費 200,000 

その他  200,000 

支出合計 5,680,000    

 

お盆の休館日 

8月 13日(土)～15日(月) 

15 日はきゅうりの集荷

も休みます。16 日(火)

に受けます。 

 

３枚の写真はできあがり作品の例 

参加案内等その都度広報にてお知らせします。 

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

