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田森地区 総人口 680 人（-1） 世帯数 305 世帯（+2） （令和元年 11 月末現在）

災害義援金による復興支援活動～東城町商工会
東城町商工会より、平成 30 年 7 月西日本豪雨災害の復興支援を目的に集めた義援金の配分として、
この度町内の各自治振興区に防災資機材の寄贈を受けました。
自治振興センターが避難所となること
から、発電機や投光器、冷蔵庫、収納庫な
ど避難所の運営に役立つ防災資機材を整
備していただいたものです。
12 月 13 日（金）
、その引渡式が田森自
治振興センターで行われ、市役所東城支所
や各自治振興区会長が出席する中、東城町
商工会後藤茂行会長から東城町自治振興
区連絡協議会横山邦和会長に目録が贈ら
れました。年々自然災害の脅威が高まって
いますが、万一の際に有効に活用させてい
ただきたいと思います。
東城町商工会はじめ義援金にご協力い
田森自治振興区では収納庫 1 棟、発電機 1 台、
ただいた多くの方に、心からお礼を申し上
投光器 2 セット（4 灯）
、冷蔵庫 1 台を寄贈して
げます。
いただきました。
田森保育所・粟田小学校連携事業

第 7 回目を数える田森保育所・粟
田小学校連携事業です。今年は、パラ
リンピック競技「ボッチャ」を体験し
ます。
保育所園児と小学校児童や保護者
とともに地域のみなさんでボッチャ
を体験し、楽しく交流していただき
たいと思います。
また、来年の東京パラリンピック
を前にボッチャの面白さや奥深さを
体験しましょう。

日

時

令和 2 年 1 月 19 日 (日)

場 所 田森自治振興センター 大研修室
内 容 集 合 9：20
開 会 9：30
ボッチャを体験
閉 会 11：30
持ってくるもの 水分補給の飲み物、上履きシューズ
☆参加を希望される方は、1 月 10 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。

田森保育所・粟田小学校連携事業実行委員会

いま、子ども達が輝いています✨

地域が子育て支援に全力投球
地域と共にある学校づくり～子育て支援の一例
1.ランドセル賞（祝い金）
新入学生 20,000 円、転入学生 10,000 円
2.通学支援
子ども安全見守り隊、タクシー通学
3.粟田放課後子ども教室
4.地域未来塾
5.講師の派遣
朝の読み聞かせ、まち探検、福祉、切り絵、
田植交流、木工工作、調理実習、地域の歴
史文化、その他
6.交流と支援
田森まるごと元気村、保育所・小学校連携
事業、子育て交流会、社会見学、スキー講
座、習字教室

今年の田植交流会

田森自治振興区では、地域と共にある学校づく
りに全力で取り組んでいます。地域で子育て目標
を定め、保育所や小学校と連携しながら、次の世代
へ確実にこの社会をリレーし、子育て世代が暮ら
しやすい地域を目指しています。子ども達が伸び
伸びと育ち、基礎基本がしっかり身につく素晴ら
しい粟田小学校校に来てみませんか。

田森保育所・粟田小学校・地域の皆さん

12 月 6 日、学校支援事業と地域交流事業で取り組んで
いるしめ縄つくり教室を自治振興センターで行いました。
今年で 5 回目となるしめ縄つくり
ですが、森林の匠塾木工工作部と高
齢者部の皆さんを講師に迎え、参加
した田森保育所の年長組 6 人と粟田
小学校児童 18 人は、伝統的なしめ縄
のつくり方を教わりながら、上手に
縄を綯うことができました。しめ縄
つくりを通じて、昔から受け継がれ
てきた技が、子ども達に繋がるとと
もに交流を深めることができまし
た。
生涯学習部・高齢者部

神楽まつり実行委員会

地域の皆様をはじめ、比婆荒神神楽後
援会の皆様、振興区役員の皆様、バザー
スタッフの皆様には、前日からの準備を
はじめ運営、片づけなどで大変お世話に
なりました。
誠にありがとうございました。

暖かく穏やかな 12 月 15 日（日）
、第
9 回タモリミュージックコンサートが
開かれました。実行委員会のメンバー
は、前々日から会場準備やリハーサル
を重ね、本番を迎えることができまし
た。今年は、地域内や県外から 5 組の
バンドが初出演し、例年以上に多くの
方が来場され、会場が一体となって盛
り上がっていました。
音楽の輪を広げようと田森地域の若
者が中心となって始めたこのコンサー
トですが、来年は 10 周年を迎えること
から、実行委員をはじめバンドのメン
バーは気持ちを新たにして、さらに田
森を盛り上げようと約束しました。

少し寒さが和らいだ 12 月 8 日（日）
、地
域のみなさんをはじめ、県内外から多くの
方にご来場いただき、第 6 回神楽まつりが
盛大に開催されました。
はじめは田森保育所園児のちびっこ神
楽による幕開けです。普段から神楽に親し
んでおり、大人顔向けの堂々とした舞で会
場を盛り上げていました。続いては、七座
神事の舞が披露されました。
午後からは、比婆荒神神楽の三大能舞の
一つ「国譲りの能」が 2 時間にわたり全編
通じて披露されました。夜神楽以外では、
なかなか見られないとあって、神楽の真髄
に迫る見事な舞に多くの方がくぎ付けに
なり、盛況のうちに幕を閉じました。

生涯学習部
タモリミュージックコンサート実行委員会

～地元で働きたい人を応援！～
地元就職情報誌「ふるさとではたらく№2」が完成
しました。田森自治振興センターや東城支所に置い
ていますので、ぜひご覧ください。
今後も I ターン・U ターン希望者、地元の高校に
通う学生など「神々の棲む里 田森」での仕事に興
味・関心を持っていただき、住んでいただけるよう
引き続き発行していこうと思いますので、取材にご
協力お願いします！
地域マネージャー

三上由子

これからの行事予定・施設利用等
12/20（金）行政文書
24（火）～1 月 6 日（月）粟田小学校 冬休み
25（水）、26（木）地域未来塾 9：00～11：00（振興センター・小研修室）
25（水）振興区合同役員会 19：00～（振興センター・和室）
28（土）～1／5（日）粟田放課後子ども教室 閉所
28（土）～29（日）消防団年末警戒 18：00～（振興センター・和室）
1/ 6（月）行政文書発送
7（火）デイホームなごみ （南区）ひなの宿 移動販売車 14：30～
11（土）移動販売車 竹森内名 内名サロン 11：00～（内名集会所）
12（日）子ども神楽塾 10：00～（振興センター・和室）
15（水）デイホーム北桜会 （北区集会所）移動販売車 14：30～
16（木）デイホームあさくら （振興センター）移動販売車 14：30～
19（日）保育所・小学校連携事業 9：30～（田森自治振興センター）
22（水）デイホーム再彩会 （竹森集会所）移動販売車 14：30～
26（日）ＪＡ女性部 10：00～（振興センター・小研修室）
26（日）新春ふれあい演芸会 13：00～（振興センター・大研修室）
30（木）JA 庄原地区懇談会 13：30～（振興センター・大研修室）

※

田森子ども安全見守り隊は３学期の１月 7 日火曜日から活動再開です。
◎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。
令和元年も残すところ数日となりました。
この一年、田森自治振興区活動に格別のご支援ご協力を賜り
誠にありがとうございました。紙面をお借りして厚くお礼申し
上げます。
地域の皆様方には、くれぐれもお身体に気を付けていただき、
どうぞ良いお年をお迎えください。
田森自治振興区 職員一同
田森自治振興センター休館日のお知らせ
令和元年 12 月 28 日（土）～令和 2 年 1 月 5 日（日）

