～神々の棲む里～
№1８5
発行：田森自治振興区（令和元年 10 月 4 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

小学校支援プログラム

子育て交流会

現代の子ども達のまわりには、ゲーム
機やスマートフォン、パソコンなど電子
メディアがあふれ、たくさんの情報を気
軽に手に入れることができます。一方で、
家族の会話が少なくなったり、子ども達
の心が不安定になったりと新たな社会問
題も発生しています。
こうした背景から今回の子育て交流会
は、読書で得られる効果や本を選ぶ「コ
ツ」、本を通じての親子の関わり方などに
ついて講師のお話を聞きながら考えてみ
たいと思います。

日 時

令和元年 10 月 24 日（木）
午後 7 時～午後 9 時

場 所 田森自治振興センター （和室）
内 容 第一部 ・お話し会
（本を聞くことの楽しさを実感していただきます。）
第二部 ・読書をすることの効果
・本の紹介やふれあい
・意見交換
講 師 おはなしのいずみ 立花 有佐さん
秋山 祐三子さん
庄原市教育委員会生涯学習課 社会教育主事 森田 陽子さん
☆参加を希望される方は、10 月 21 日（月）までに田森自治
振興センター（☎2-0661）へご連絡ください。

「忙しくて読書の時間がとれない。
」「子どもが本を読まない。」など日頃抱えている悩みや、
お勧めの本があるなど、みんなで語り合います。
保護者やご家族、その他本に興味のある方などどなたでもご参加ください。

10 月 20 日(日)、第 37 回ふれあい
東城まつり・第 19 回庄原みのりの
祭典が同時開催されます。
東城町自治振興区連絡協議会で
は、子どもからお年寄りまでどなた
でも参加できる「○×クイズ」でス
テージを盛り上げたいと思います。
故郷に因んだものや時事問題など
幅広く出題されます。
○×クイズに挑戦し、勝ち残った
方には、豪華賞品をプレゼントしま
す。
みなさん、ぜひご参加ください。

と

き

令和元年 10 月 20 日（日）
午前 9 時 オープニングセレモニー
午前 10 時 25 分 ○×クイズ

ところ

東城小学校グラウンド

東城町自治振興区連絡協議会

…長寿に乾杯・粟田小学校ワクワクフェスタ・田森保育所発表会…
心地よい風が吹き、金木犀の甘く
爽やかな香りが漂いはじめました。
秋ですね(*^^*)
第 22 回田森ふれあい祭りでは、
地域の親睦と交流を深め「健康で活
力のある田森」を目指すとともにみ
んなで長寿を祝いたいと思います。
各自治会や小学校、保育所では、
ステージ発表の出演や作品出展、昼
食のバザーなど、楽しい祭りをめざ
して、日夜準備を進めています。
昨年の田森ふれあい祭り

日時
午前 9 時 開会
場所 田森自治振興センター
★田森ふれあい祭りの詳しい内容は、10 月 21 日の
振興区だよりでご案内します。

「森林の匠塾食彩工芸部」では、特産品の開発・販売に取り組ん
でおり、特にドレッシング風調味料は、多くの方から美味しいと好
評を得てリピーターも増えています。高野の道の駅ほか年間を通じ
て販売促進を行っていますが、この度 11 月 1 日（金）から開催され
る東城まちなみぶらり散歩ギャラリーに出店します。
東城交番南交差点のすぐ下、旧高木呉服
店を借りてドレッシングなどの特産品を販
売するとともに田森地域の魅力を PR しま
す。
城下町の風情を色濃く残す東城町のまち
なみを散策してみませんか？
ぜひ、ご家族・ご友人とお立ち寄りくだ
さい。

東
城
ま
ち
な
み

森林の匠塾

～故郷の山と木々を未来につなぐ一歩～

【東城木の駅プロジェクト】

時 令和元年 11 月 28 日（木）～29（金）
午前 9 時～午後 6 時 20 分
場 所 東城町森林組合 ２階会議室
内 容 第一日 学科教育
（伐木やチェンソーに関する知識）
第二日 実技教育
（伐木の方法、チェンソー操作・点検）
対 象 ・伐木の業務に従事される人
・林業に関心のある一般の人
費 用 受講料
８，６４０円
テキスト代 ２，７５０円
準備物 作業服、手袋、作業靴、昼食
※ヘルメット・防護服は貸与
申込方法 申込書に記入し、木の駅事務局（東城支所内）
にご提出ください。
日

東城木の駅プロジェクトは、間伐材を
買い取り、そのお金が地元で使われる仕
組みを提供する市民活動です。
「山をき
れいにして、まちが元気になる」ことを
目指し、東城町自治振興区連絡協議会も
応援しています。
今回、東城木の駅プロジェクトと東城
町森林組合が共同して、伐木等の業務に
係る特別教育講習会を開催します。この
講習会で受講すると修了時には、伐木等
（大径木等）労働安全衛生特別教育修了
証が交付されます。
詳しい内容は、東城支所内東城木の駅
事務局 （地域おこし協力隊 中谷 電
話２－５００８）へお問い合せくださ
い。

これからの行事予定・施設利用等
10/ 4（金）行政文書
7（月）移動販売車 東区 日の出サロン 14：00～（東区集会所）
7（月）中区朝倉 19：00～（振興センター・大研修室）
8（火）第 7 回東城町自治振興区親睦グラウンド大会 9：00～
（庄原市東城中央運動公園陸上競技場）
8（火）デイホームなごみ （南区 ひなの宿）
8（火）移動販売車デイホームなごみ 14：30～（南区 ひなの宿）
8（火）保小連携交流事業実行委員会 19：00～（振興センター・和室）
8（火）３Ｂ体操 19：30～（振興センター・大研修室）
9（水）中区朝倉 19：00～（振興センター・大研修室）
11（金）中区朝倉 19：00～（振興センター・大研修室）
12（土）移動販売車 竹森内名 内名サロン 13：30～（内名集会所）
12（土）子ども神楽塾 19：00～（振興センター・大研修室）
13（日）東城総合体育大会 8：30～（庄原市東城中央運動公園陸上競技場）
16（水）田森ふれあい祭り担当者会議 19：00～（振興センター・和室）
17（木）デイホームあさくら （振興センター）
17（木）移動販売車 デイホームあさくら 14：30～（振興センター）
18（金）子ども神楽塾 19：00～（振興センター・大研修室）
20（日）ふれあい東城まつり （東城小学校）
21（月）移動販売車 東区 日の出サロン 14：00～（東区集会所）
22（火）３Ｂ体操 19：30～（振興センター・大研修室）
23（水）デイホーム再彩会 （竹森集会所）
23（水）移動販売車 デイホーム再彩会 14：30～（竹森集会所）
23（水）生け花教室 20：00～（振興センター・小研修室）
24（木）子育て交流会 19：00～（振興センター・和室）
28（月）移動販売車 東区 日出サロン 14：00～（東区集会所）
31（木）タモリミュージックコンサート実行委員会 19：30～（振興センター・和室）
◎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。

11 月 11 日(月)
14 日(木)
16 日(土)
17 日(日)
20 日(水)
21 日(木)

デイホームなごみ
デイホームあさくら
田森ふれあい祭り 会場準備 13：30～
第 21 回田森ふれあい祭り 9：00～
デイホーム再彩会
デイホーム北桜会
12 月

上旬 しめ縄づくりに挑戦！
8 日(日) 神楽まつり
10 日(火) デイホームなごみ
15 日(日) タモリミュージックコンサート
18 日(木) デイホーム北桜会

※11 月～12 月の振興区活動の予定です。天候その他の都合で変更する場合もありますが、
諸行事等の参考にしてください。

