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～地域の宝 比婆荒神神楽の舞～
【主催：比婆荒神神楽子ども神楽塾

子ども神楽塾と比婆荒神神楽女
組は、貴重な財産でもある比婆荒
神神楽の習得に日々練習を積み重
ねており、神楽まつりでその成果
を披露します。
また、今年も広島民舞教育研究
会の方々にお越しいただき、舞を
ご披露いただきます。
比婆荒神神楽は、伝統の儀式と
ともに人と自然が共に生きる農村
の心を残す民俗文化として、保存
伝承されています。その厳かな比
婆荒神神楽の舞をぜひご鑑賞くだ
さい。

共催：田森自治振興区】

昨年の神楽まつり

―出演団体と主な演目（予定）―
9：30 ちびっこ神楽 田森保育所
10：30 七座神事より
打立、曲舞、指紙、ござ舞、榊舞、猿田彦の舞
・広島民俗舞踊教育研究会
・比婆荒神神楽子ども神楽塾
・比婆荒神神楽女組
・比婆荒神神楽社
11：45 ～昼 休 憩～
12：30 国譲りの能
14：30 終了

多くの方にご来場いただき、
重要無形民俗文化財である伝統
民俗の伝承にお力添えをいただ
きますようお願いいたします。
大勢の皆さんのご来場をお待
ちしています。

…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…

年に一度の地域をあげての文化
の祭典「田森ふれあい祭り」です
が、霜降も過ぎ、いよいよ間近に迫
ってまいりました。いま、保育所や
小学校、地域ではステージ発表に
向け、準備に練習に真っ最中です。
保育所は恒例のちびっこ神楽や
踊り・合唱の発表、小学校は春以来
続けて来た地域学習をテーマにし
た久々の全校劇や合唱など、そし
て各自治会では工夫を凝らしてス
テージに臨みます。会場では、田森
保育所や粟田小学校の児童の作品
も展示します。

ご近所付き合いが少なくなって
きた、みんなとあまり顔を合わす機
会が少ないなど最近よく新聞やテ
レビなどで耳にしますが、田森地域
では無縁の言葉です。連綿と受け継
がれてきた田森の地域文化・人間文
化を皆さんの力で盛り上げていき
ましょう。
長寿に乾杯でお招きする高齢者
の皆さんをはじめ、地域の皆さんに
大勢ご参加いただき、晩秋の一日を
お楽しみいただきたいと思います。

生涯学習部

生涯学習部では、地元のそば
打ち名人を講師に招き、そば打
ち講習会を開催します。
「そば打ち」の魅力は何とい
ってもその作業工程の楽しさ、
そして自分の手で作った絶品の
そば が食べられることです♪
“名人の技”に学び、ぜひそば
打ちに磨きをかけてください。
皆さんのご参加をお待ちして
います。

日 時 令和元年 12 月 4 日（水） 午前 9 時 50 分集合
スケジュール 10：00 開会
10：05 講師の見本打ち
11：00～11：30 湯がき方の指導
12：00 昼食
（講師が打ったそばをいただきます。）
13：00～15：00 そば打ち
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。

粟田小学校支援プログラム

10 月 24 日（木）
、読書ボランティア「お
はなしのいずみ」の立花有佐さん、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をお迎えし、
『本の
世界を楽しみましょう』と題して子育て交
流会を行いました。田森保育所保護者と粟
田小学校保護者、粟田小学校読書ボランテ
ィアの方にご参加いただきました。
お話し会では、昔話「みそかいばし」を
語っていただき、耳で聞いてイメージを膨
らませ楽しむ経験をしました。
また、親子で読書するきっかけづくりに
なる楽しい本や、何年も前から良書として
読み続けられている本など、読み聞かせを
しながら紹介していただきました。

ごみたろう：作
「わたしのすきなやりかた」⇔「ぼくのすきなやりかた」

生涯学習課森田さんからは、「読書と家庭教育につい
て」のお話を伺いました。
家庭学習の時間が 30 分しかなくても、毎日 1 時間読
書をし、睡眠時間が 6 時間から 7 時間たっぷりある子ど
もは、学力が平均点よりも上回っているデータがあるな
ど、読書をすることの効果を話していただきました。
意見交流では、参加した保護者から「読書の大切さが
わかった。
」
「読み聞かせを聞いて、ワクワクして聞く子
どもの気持ちがわかる。
」などの声が聞かれました。
地域マネージャー

赤木幸子

～元気なうちから介護予防と健康づくり～

【デイホーム事業】
10 月 17 日（木）デイホームあさくらで、こぶしの里 健康塾が開催されました。
始めに、体力測定が行われ、最大一歩幅・握力・片足立ちの測定をしました。今年の 5 月に第一回
目の測定を行いましたが、皆さんの結果はどうだったでしょうか？測定結果が前回と比べほぼ維持
できていたら良いのですが。
。
。これからも経過を見守っていきたいと思います。
さて、今回は体力測定のほかにミニミニ運動会をしま
した！気になる競技内容は、
、
、
、まず稲刈りをして、次に
ゴミを掃除機で吸い、最後は洗濯物を干して完了✨すべ
てクリアして、席に戻ったら次の人にバトンタッチです。
童心に戻って皆さん本気モードでしたよ。楽しく運動で
きました♪
運動の後は、平野院長先生のお話を聞きました。寒く
なってくると、高齢者は特に肺炎やインフルエンザに要
注意。高齢者の死亡率の三位が肺炎なんだそうです。イ
ンフルエンザの予防接種を受けるなど、予防できること
は早いうちにやっておくと良いでしょう。

地域マネージャー

三上由子

日時

令和元年 12 月 6 日 金曜日
午後 2 時～3 時 20 分

（集合 午後 1 時 50 分）
場所 田森自治振興センター（大研修室）
指導 森林の匠塾 木工工作部、高齢者部
持ってくる物 はさみ
☆参加を希望される方は、11 月 29 日（金）
までに田森自治振興センター
（☎ 2-0661）へご連絡ください。

今年も保育所園児と小学校児童を
迎え、地域の皆さんと交流しながら
一緒にしめ縄を作ります。
「今年こそ！」
「今年も♪」ご自宅
の玄関を手作りのしめ縄で飾りませ
んか。真心のこもったしめ飾りで、心
清らかに新年を迎えましょう。
大勢の皆さんのご参加をお待ちし
ています。
【生涯学習部・高齢者部】

これからの行事予定・施設利用等
11/ 5（火）行政文書
5（火）中区 ふれあい祭り練習 19：00～（振興センター・大研修室）
6（水）田森保育所 保育参観 9：30～（振興センター・大研修室・和室）
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）保小連携交流事業実行委員会 19：00～（振興センター・大研修室・和室）
8（金）中区 ふれあい祭り練習 19：00～（振興センター・大研修室）
9（土）移動販売車 竹森内名 内名サロン 13：30～（内名集会所）
9（土）子ども神楽塾 19：00～（振興センター・大研修室）
11（月）デイホームなごみ （南区 ひなの宿） 移動販売車 14：30～
11（月）移動販売車 東区 日の出サロン 14：00～（東区集会所）
11（月）神楽まつり実行委員会 19：00～（振興センター・和室）
13（水）中区 ふれあい祭り練習 19：00～（振興センター・大研修室）
14（木）デイホームあさくら （振興センター） 移動販売車 14：30～
15（金）南区 ふれあい祭り練習 19：00～（振興センター・大研修室）
15（金）西区 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～
17（日）第 22 回田森ふれあい祭り 9:00～
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） 移動販売車 14：30～
21（水）デイホーム北桜会 （北区集会所） 移動販売車 14：30～
23（土）子ども神楽塾 19：00～（振興センター・大研修室）
25（月）移動販売車 東区 日出サロン 14：00～（東区集会所）
27（水）生け花教室 20：00～（振興センター・小研修室）
30（土）子ども神楽塾 19：00～（振興センター・大研修室）
◎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。

