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【高齢者部】

日

場

時

令和元年 7 月 25 日（木）

受付開始
午前 8 時 10 分
開会式
午前 8 時 30 分
プレー開始 開会式終了後
所 東城ふれあいスポーツ広場（旧東城ふれあい村）
（雨天の場合は屋根付き練習場で行います。）

☆参加を希望される方は 7 月 19 日（金）までに田森自治
振興センターにご連絡ください。
（℡・FAX2-0661）

毎年恒例となった、田森
郵便局長杯・高齢者親睦グ
ラウウンドゴルフ大会を
開催します。
みんなで身体を動かし、
グラウンドゴルフを楽し
みましょう。
みなさん誘い合わせて、
大勢ご参加ください。

～子どもたちの豊かな心を育み生きる力を身に付ける野外体験～

★第 1 日

7 月 19 日（金）

―地域学習・デイキャンプ他―
8：50 元気村開村式（小学校体育館）
9：30
地域学習（学年ごとに地域へ出発）
12：20 昼食・休憩
13：15 地域学習 午前中の学習のまとめ
14：00
〃
発表
14：50 キャンドル作り
キャンプファイヤー準備
16：00 かまど設営
17：30 夕食
19：00 キャンプファイヤー

主催：田森自治振興区
共催：粟田小学校
協賛：田森地区各種団体

★第 2 日 7 月 21 日（日）
―社会見学―
〇岡山県浅口市 岡山天文博物館
国立天文台
〇福山市 市立動物園 他
参加費 大 人：3,000 円（中学生以上）
小学生：1,000 円
参加費は当日徴収します。
※定員（40 人）になり次第締め切らせていただ
きます。
※詳しい行程等は、後日参加者へご案内します。

ＤＳなどのゲー
ム機や、マンガなど
は持って行かない
ようにしましょう。

庄原市自治振興区連合会副会長に就任
東城町自治振興区連絡協議会会長にも再任

―任期はいずれも 2 年―

この度、役員改選に伴い庄原市自治振興区連合会の副会長及び教育民生部会長に就任いたしま
した。いま庄原市の課題は山積しており、連合会を基軸とする振興区の連携した活動が重要にな
っています。特に福祉、教育などの喫緊の課題に対し、意欲をもって取り組んでまいります。
また、東城町自治振興区連絡協議会の会長にも再任され、町内七つの振興区と連携を深め、地
域課題の解決を図るとともに情報を共有し、地域づくりに関わって活動してまいります。
なお、何よりこの田森自治振興区の活動が第一と考えておりますので、今後とも一層のご理解
とご協力を賜りますようお願いいたします。
田森自治振興区 会長 横山邦和

粟田小学校・高齢者部
花植え交流会

雨に濡れた紫陽花が美しい季節
を迎えた 7 月 2 日。曇り空で少し蒸
し暑かったものの、高齢者部と地域
の皆さんも参加し、児童の皆さんと
一緒に花の苗植え作業を行ないま
した。
児童は、地域の人たちと共に花を
育てることを通じて命の大切さや
生長の不思議を学びます。
終わりの挨拶で高齢者部田口覺
部長は、「花壇が花でいっぱいにな
ったら、見に来たいと思います。」と
児童と約束をしました。

田森保育所・南区南嶺会
花・花交流会

南区高齢者部「南嶺会」の皆さんは、
粟田小学校の作業を終えた後、田森保
育所を訪れ花・花交流会です。
南嶺会の皆さんが育てた苗を園児
達と一緒にプランターや花壇に植え
ました。
園児は、おじいちゃん、おばあちゃ
んに教えてもらいながら、一生懸命苗
植えをしました。
苗植えの後は、園児と楽しく交流し
ました。

初夏から秋にかけては、台風
や前線の影響で、大雨、洪水、
暴風による自然災害が発生し
やすい季節です。
災害から命を守るためには、
私たち一人一人が災害に対す
る備えをしておく、危険を感じ
たら早めに避難するなど、自ら
の命を守るために気象情報に
注意して、早めに防災対策、避
難行動を行いましょう。

レベル４で早めに避難を ～命を守る行動
警戒レベルは、住民が取るべき行動を直感的に理解出来るよう、最も高い
レベル 5 からレベル 1 の 5 段階に分けられています。
このうち、レベル 1 とレベル 2 は気象庁が発表する注意報等にあたり、避
難行動の確認等を行う段階とされています。
レベル 3 からレベル 5 は市町村が発令する避難勧告等をレベル分けしたも
ので、レベル 3 は高齢者や体の不自由な方が避難を開始する段階、レベル 4
は全ての人が避難をする段階とされています。
レベル 5 は既に災害が発生している段階です。ただ、市町村が災害発生を
把握した場合に可能な範囲で発令するとされているため、災害発生時に必ず
レベル 5 が発令されるとは限りません。ここから避難を開始することが困難
となるような段階ですので、レベル 4 の段階で避難を行うことが重要です。

田
森
保
育
所
今年も夜店や花火など、
子どもから高齢者までが楽
しめるよう企画していま
す。ご家族揃って夏の一夜
をお楽しみください。
小学生や地域の方をはじ
め大勢のみなさんをお待ち
しています。

田森保育所・保育所保護者会

これからの行事予定・施設利用等
7/ 5（金） 行政文書発送
6（土） 子ども神楽塾 19：00（振興センター・大研修室・和室）
8（月） 移動販売車 東区 日の出サロン 14：00～（東区集会所）
8（月） 3B 体操 19：30～（振興センター・大研修室）
9（火） デイホームなごみ （南区 ひなの宿）
9（火） 移動販売車 デイホームなごみ 14：30～（南区 ひなの宿）
10（水） デイホーム北桜会 （北区集会所）
10（水） 移動販売車 デイホーム北桜会 14:30～（北区集会所）
10（水） 庄原市議会 議会報告会 19：00～（振興センター）
13（土） 移動販売車 内名サロン 13：30～（内名集会所）
13（土） 田森保育所 夕涼み会準備 12：00～（振興センター・和室・大研修室・調理室）
13（土） 田森保育所 「夕涼み会」 18：00～（振興センター・駐車場）
17（水） デイホーム再彩会 （竹森集会所）
17（水） 移動販売車 デイホーム再彩会 14：30～（竹森集会所）
18（木） デイホームあさくら （振興センター）
18（木） 移動販売車 デイホームあさくら 14：30～（振興センター）
19（金） 田森まるごと元気村 第 1 日目「地域学習」（粟田小学校）
21（日） 田森まるごと元気村 第 2 日目「社会見学」
21（日） 参議院議員通常選挙 投票日 終日（振興センター）
22（月）～9/1（日）粟田小学校夏休み
22（月） 移動販売車 東区 日の出サロン 14：00～（東区集会所）
22（月） 3B 体操 19：30～（振興センター・大研修室）
25（木） 高齢者親睦グラウンドゴルフ大会 受付 8：10～（東城ふれあいスポーツ広場）
29（月） 移動販売車 東区 日の出サロン 14：00～（東区集会所）
◎毎週月曜日 「田森子ども安全見守り隊」
◎毎週木曜日 「地域未来塾」
◎毎週木曜日 森林の匠塾 木工工作部活動日
午前 9 時～午後 4 時 場所：（旧）JA 田森出張所
※移動販売車は、人が集まる場所へ行きます。希望があれば早めに連絡してください。
日程が空いていれば可能な場合があります。

出会いは一期一会
「庄原縁結び」ってなぁに？
「庄原縁結び」は、庄原市が庄
原市の独身男女のために、ご縁
を結ぶお手伝いをする事業で
す。
イベントなどでの「マッチング」
後、縁結びコーディネーターが、
初めてのデートまでお手伝いい
たします。

（パンフレットより抜粋）
田森自治振興区も窓口と
なっておりますので、ぜひご
相談ください。

いろんなイベントが盛りだくさんです。ぜひ参加してみてください！
✿ テーマ別 ver. ✿
7/28(日) 『コーヒー』～コーヒー飲み比べ！～
✿ 年代別 ver. ✿
8/17(土) 『30 代』～夏祭り～
9/21(土) 『40 代』～お月見～
10/26(土) 『20 代』～ハロウィン～

会場
申込
参加人数
参加費

※締切り：7 月 17 日(水)※飲物別料金
※締切り：8 月 7 日(水)※飲物別料金
※締切り：9 月 11 日(水)※飲物別料金
※締切り：10 月 16 日(水)※飲物別料金

庄原市内（当選者のみお伝えします）
しょうばら縁結び HP よりお申込みください。
男女 5 名程度 ※人数が多い場合は抽選となります。
※アルコールの提供はありません。
（男性）２,500 円 （女性）2,000 円

詳しくは HP を
ご覧ください

♡良いご縁がありますように♡
地域マネージャー 三上 由子

