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田森地区 総人口 680 人（-3） 世帯数 303 世帯（-2） （令和元年 9 月末現在）

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

野山が赤や黄色に染まり始め、田森地域の
秋も深まってまいりました。
田森ふれあい祭りでは、地区民相互の心の
ふれあいや地域文化を高めていくとともに、
未来を担う子どもや若者の故郷を愛する心
を育むなど、みんなの祭典として盛りあげて
いきたいと思います。
今年の作品展は、田森保育所園児と粟田小
学校児童の展示です。絵や書道など、感受性
の豊かな子ども達の作品をお楽しみくださ
い。
元号も新しく令和に変わり、より思い出深
い祭りになるよう願っています。ご近所お誘
いあわせの上、ぜひご参加いただき、みんな
で楽しい一日を過ごしましょう。

ふれあい祭りは保育所・小学校の発
表会との共同開催です。
マナーを守って清々しい一日にし
ましょう。

大勢の皆さんのご参加をお待ちしています。
（裏面にプログラムを載せています。）

粟田東自治会のみなさんが、うどん、
おでん、赤飯（秋おこわ）、コーヒー、お
茶などの販売を行います。ぜひご利用く
ださい。
酒類の持ち込みは出来ません。
また、酒類の販売も行いません。飲酒運転をしない、
させないよう趣旨にご協力ください。

開会行事 ９：００
１．開会宣言
２．実行委員長あいさつ
３．来賓祝辞

区 名

演

目

題

名

1

保育所

神楽（全園児）

ちびっこ神楽

2

北 区

ぶらり田森

多飯が辻からのビデオメッセージ

3

小学校

全校劇

ププッと粟田 なぞときパーク！
パンパンフライパン （年中・年少児）

4

保育所

踊り

大きなかぶ （乳児）
江戸火消田組出動 （年長児）

5

西 区
昼

6

南 区

合唱（全園児）

友だち賛歌 他

ダンス

ミスって、Ⅾａｎｃｅ

食・休

憩

（50分）

唄と踊り

12:00～12:50
田植唄

（田の神の唄）
パプリカ

7

小学校

合唱

Ｐower of Dream ～夢のちから～

ダンス

舞ＫＡＧＵＲＡ

歌謡劇

歌謡笑劇ショー

全校発表

8

中 区

≪お楽しみ抽選会≫14：10～14：30
たくさんの景品を用意しています。
閉会行事 14：30
１．副実行委員長あいさつ
２．閉会宣言
片づけ
★バザーの営業時間は、午前 10：00～午後 2：00 です。
★大研修室での飲食はご遠慮ください。昼休憩のみ開放します。
★会場内は禁酒、禁煙です。また、酒類の持ち込み、販売も禁止
しています。公共マナーを守りましょう。

粟田小学校の 3.4 年生が「福祉につ
いて学ぶ」授業の一コマで、南区デイ
ホームなごみに参加し、高齢者の皆さ
んと交流の時間をもちました。
この日のためにと、児童たちは前も
って酒井愛子さんの指導を受けなが
ら、ドライフラワーアレンジメントに
挑戦し、思い思いの個性溢れる素敵な
ブーケを作っていました。

さあ、楽しい交流会の始まり始まり～～♪
まずは、参加者の皆さんと一緒に、ペットボトルを使ったブーケを飾る入れ物を作ります。「こ
こはこれがええかなぁ？」
「この色紙が綺麗じゃろう」
「よう目が見えんけえ、ここを切ってや」な
どと参加者の皆さんが言えば、
「いいよ」
「手伝いましょうか？」と児童たちが器用な手付きでお手
伝いしてくれました。
出来上がった入れ物にブーケがよく合います。
楽しい時間はまだ続きます。
次は、児童が練習してきた合奏に合わ
せて、配られた鈴を鳴らし共演したり、
手遊び歌「茶摘み」を楽しみました。
可愛らしい訪問者に参加者の皆さん
も大いに癒されたことでしょう。
✿自治振興センターにも素敵なブー
ケを届けてくれました。
粟田小学校の 3.4 年生、ありがとう

地域マネージャー 三上由子

～実りの秋、収穫の秋、“新そば”の季節到来！～

【生涯学習部】

日 時 令和元年 12 月 4 日（水）午前 10 時～（予定）
場 所 田森自治振興センター 大研修室
講 師 粟田中自治会 入江一統さん (社)全国麺協会 3 段
参加費 1,500 円
持ってくる物 エプロン、三角巾、タオル
申し込み 参加を希望される方は、11 月 20 日までに田森自
治振興センター（電話 2-0661）へご連絡ください。
※定員(8 人)になり次第締め切らせていただきます。
※詳しい内容は、11 月 5 日発行予定の振興区だよりでご案内
します。

これからの行事予定・施設利用等
10/21（月）行政文書
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）
「読書で想像の世界が膨らむ～子育てと本の魅力を知ろう～」
28（月）移動販売車 東区 日の出サロン 14：00～（東区集会所）
28（月）中区 田森ふれあい祭り打合せ 19：30～（振興センター・和室）
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）
11/ 6（水）役員会 19：00～（振興センター・和室）
7（木）女性部「75 歳以上の一人暮らしの方へ季節の料理宅配弁当」
7（木）保育所・小学校交流事業実行委員会 19：00～（振興センター・大研修室・和室）
9（土）移動販売車 竹森内名 内名サロン 13：30～（内名集会所）
11（月）デイホームなごみ （南区 ひなの宿）
11（月）移動販売車 東区 日の出サロン 14：00～（東区集会所）
11（月）移動販売車 デイホームなごみ 14：30～（南区 ひなの宿）
14（木）デイホームあさくら （振興センター）
14（木）移動販売車 デイホームあさくら 14：30～（振興センター）
15（金）南区 田森ふれあい祭り練習 19：00～（振興センター・大研修室）
15（金）西区 田森ふれあい祭り練習 20：00～（振興センター・大研修室）
16（土）田森ふれあい祭り 会場準備 13：30～（振興センター）
17（日）第 22 回田森ふれあい祭り 9：00～（振興センター）
18（月）移動販売車 東区 日の出サロン 14：00～（東区集会所）
20（水）デイホーム再彩会 （竹森集会所）
20（水）移動販売車 デイホーム再彩会 14：30～（竹森集会所）
21（木）デイホーム北桜会 （北区集会所）
21（木）移動販売車 デイホーム北桜会 14：30～（北区集会所）
25（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。

