～神々の棲む里～
№１８０
発行：田森自治振興区（令和元年 7 月１９日）
☎・fax 08477-2-0661
E-mail tamori@vesta.ocn.ne.jp
田森自治振興区フェイスブック QR コード

田森地区 総人口 687 人（-1） 世帯数 307 世帯（+2） （令和元年 6 月末現在）
庄原市議会

7 月 10 日（水）、田森自治振興センタ
ーで庄原市議会「議会報告会」が開催さ
れました。
はじめに田森地域を担当する班の議
員 4 人から、それぞれ常任委員会の報告
がありました。
その後の意見交換会では、学校統合計画
や市民生活交通、地域包括ケアシステ
ム、定住対策など地域に関わる様々な問
題に保護者や地域の方から意見が続出
し、熱心に議論されました。こうした市
民の声をぜひとも市行政へ反映させる
とともに、市議会の役目を果たしていた
だきたいものです。
とくに学校問題では、教育民生常任委員会で、地域や保護者の意見を聴いたり学校現場の調査
や県教委への聴取など市議会として取り組むと説明し、帰られました。

東城木の駅プロジェクトは、
市民が参加することにより里
山づくりや森林整備の加速化
を図るとともに、地域経済の活
性化を図ることを目指してい
ます。
みなさんも身近にある間伐
材などを出荷し、山をきれいに
してみませんか。
頑張って木の駅プロジェクト
に参加しましょう！

今年度の事業
1.
2.
3.
4.

目標出荷量 800ｔ
単価 6,000 円/ton 当たり
出荷期間 平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで
里山券は令和元年 10 月 1 日から“ほろかカード”に切り替
わる
5. 東城町外の会員加入を認める
6. 出荷作業のグループ化の推進を図る
7. 林内運搬者の計画的な利用推進を図る

空き家を放置するデメリットとはなんでしょうか？・・・・
まず、景観・治安の悪化、資産価値の低下が起こり、さらに特定空き家に対する是正措置（撤去・修
繕などの指導を受けながら改善されない場合、勧告が出される。勧告を受けると、固定資産税などの
住宅用地特例から除外される。
）結果、固定資産税の大幅な増税を招きかねません。

そうならないうちに、、、
庄原市空き家バンク制度を活用ください。

庄
原
市
空
き
家
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ク

（以下、パンフレットから抜粋）

地域マネージャー

三上由子

総務部

～様々な体験活動をとおして
豊かな心と健やかな体を育む～

粟田放課後子ども教室で
は、夏休みを利用して子ど
も達が色々な体験を重ね、
たくさんの方と交流するこ
とでコミュニケーション能
力を高めるなど「生きる力」
をはぐくむ活動を展開する
こととしています。地域学
校協働事業の視点から、私
たちは地域ぐるみで子育て
環境の整備に努めてまいり
ます。

女性部との交流「コロッケつくりに挑戦！」
・日時 7 月 3１日（水）午前 9：30～
・内容 コロッケのつくり方を教わります
・場所 田森自治振興センター（調理室）

夏休み子ども映画鑑賞
・日
時 ８月２０日（火）午後
・上映内容 ボスベイビー
・場
所 東城文化ホール
※詳しい日程等はまたご案内します。

その他の活動予定
・ワクワク学び隊 ８月下旬 午後（予定）
・ミニキャンプ ８月上旬（テントを張ってキャンプ体験）

～子ども達を育む環境づくり～
総務部

夏季休業中の開設日
7／25（木）29（月）30（火）
8／ 1（木） 8（木）
19（月）20（火）
22（木）26（月）29（木）
時 間：午前 9：00～11：00
場 所：田森自治振興センター 小研修室
※講師その他の都合で変更になる場合があります。

地域未来塾は、子ども達の学習
習慣の確立と基礎学力の定着を
図るなど家庭での学習を支援す
ることを目的に運営しています。
開設日は、毎週木曜日の放課後で
すが、夏休み期間中は、開設日と
時間が変更になります。

・のどが渇かなくても水分補給！
・室温２８度を超えないように、エアコンや扇風機
を上手に使いましょう！
・無理をせず、適度に休憩を！
・日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりを！
※家の中は室温や湿度が高いために、
熱中症になる場合があります。ま
た、夜も注意が必要です。眠る前に
水分補給をしましょう。

これからの行事予定・施設利用等
7/19（金） 行政文書発送
19（金） 田森まるごと元気村 第 1 日目「地域学習」
（粟田小学校）
20（土） 参議院選挙 投票場準備 終日（振興センター）
21（日） 田森まるごと元気村 第 2 日目「社会見学」
21（日） 参議院通常選挙 投票日 終日（振興センター）
22（月）～9/1（日）粟田小学校夏休み （見守り隊の活動休止）
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）
24（水） 生け花教室 20：00～（振興センター・小研修室）
ういｓド
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）
25（木） 田森あんしんネット見守り会議 19：30～（振興センター・和室）
ｓ 27（土） 子ども神楽塾 19：00～（振興センター・大研修室・和室）
29（月） 移動販売車 東区 日の出サロン 14：00～（東区集会所）
31（水） 女性部「子ども教室との交流～昼食づくり～」（振興センター・調理室・和室）
8/ 3（土） 子ども神楽塾 13：00～（振興センター・大研修室・和室）
4（日） 中区 田森自治振興センター環境整備 8：00～（振興センター）
） 5（月） 移動販売車 東区 日の出サロン 14：00～（東区集会所）
6（火） デイホームなごみ （南区 ひなの宿）
6（火） 移動販売車 デイホームなごみ 14：30～（南区 ひなの宿）
8（木） デイホーム北桜会 （北区集会所）
8（木） 移動販売車 デイホーム北桜会 14：30～（北区集会所）
13（火）～15（木）自治振興センター 休館
13（土）～15（木）粟田放課後子ども教室 閉所
19（月） デイホーム再彩会 （竹森集会所）
19（月） 移動販売車 デイホーム再彩会 14：30～（竹森集会所）
26（月） 移動販売車 東区 日出サロン 14：00～（東区集会所）
◎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。

田森自治振興センター休館日のお知らせ
令和元年 8 月 13 日（火）～8 月 15 日（木）

