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体協田森地区・体育部

～グラウンドゴルフで地域の交流を深めましょう～
〇と

き

令和 2 年 3 月 8 日（日）少雨決行
午前 8 時 30 分～受付

午前 9 時～開会式

（中止の場合は午前７時のページング放送でお知らせします。）
〇開催場所

東城ふれあいスポーツ広場

（旧 東城ふれあい村）
〇競技内容 １グループ６人（自由に編成）でラウンド
個人の合計打数で採点
〇競技方法 12 ホールを（赤 6 ホール、青 6 ホール）2 ラウンド
※事前の申し込みは必要ありません。
※お誘い合わせのうえ現地集合してください。
※天候その他の都合により内容等変更する場合があります。

体育部・体協田森支部主催の
田森地区グラウンドゴルフ大会
を開催します。
立春の名のとおり暖かくなっ
てまいりました。そして迎える
弥生３月、草木萌動の野外でみ
んなで元気に身体を動かしてみ
ませんか。
大勢のみなさんのご参加をお
待ちしています。

開催場所が変更となりました。
振興区だより№192（1 月 20 日発行）に記載しました、田森地区
グラウンドゴルフ大会の開催場所が東城ふれあいスポーツ広場
に変更となりました。お間違えのないようお願いいたします。

暖冬とはいえ、冷え込みの厳しい朝もあります。
そんな中、粟田小学校の児童は、元気よく、地域の
人に見守られながら歩いて登校しています。
竹森地区から通学する児童は、集合場所まで家から
歩きタクシーでの送迎です。また、地区外からも毎日
元気に通ってくる児童もいます。登下校の途中で目にする自然や地域の人たちの生活の様子な
どから、どんな発見をしているのでしょうか？こうした毎日が、学力はもちろんですが、人とし
て大きく成長する糧となり貴重な体験となっています。

総務部

～安心・安全子ども達の活動拠点～

粟田放課後子ども教室
は、６年生までの全学年の
児童を対象に、放課後や夏
休みなどで、地域の協力を
得て勉強やスポーツ・文化
活動などを行う活動拠点
として設置されたもので、
「子ども達の居場所」で
す。
令和 2 年度の入会を希
望される方は、田森自治振
興区又は子ども教室まで
お申し込みください。

【対
象】 庄原市立粟田小学校に在籍する児童（1 年～6 年生）
【開設場所】 庄原市立粟田小学校 敷地内
【開設期間】 令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日
【開設日及び開設時間】
①月曜日～金曜日……………下校時～18：00
②振替日………………………7：30～18：00
③臨時休校……………………随時
※気象状況等で臨時休校の場合は、田森自治振興センター
で開設することもあります。
④長期休業日（夏休み等）…7：30～18：00
【利用料金】 ①8 月以外の月：3,000 円/月
（10 日以内利用の場合は 1,500 円/月）
②8 月：4,000 円/月（10 日以内利用の場合は 2,000 円/月）
③その他 保険料（加入時）
おやつ代（毎月）
【受付場所】 田森自治振興センター（8：30～17：15）又は
粟田放課後子ども教室 （15：30～18：00）
★新年度の申請手続き 令和 2 年 2 月 12 日～2 月 28 日

夏休みには、地域の方や大学生のボランティアによる学習指導や体験交流など、
安心して子ども達が活動できるよう環境の充実を図っています。

～子ども達を育む環境づくり～
総務部

【対
象】庄原市立粟田小学校に在籍する 4 年生以上の児童
【開設場所】田森自治振興センター
【開設期間】令和 2 年 4 月 9 日～令和 3 年 3 月 31 日
【開設日時】①毎週木曜日……15：45～17：45
②長期休業日（夏休みを中心に 10 日程度）
……9：00～11：00
【利用者負担金】①保護者負担金：毎月 1,000 円
②保険料（スポーツ安全保険）
：児童１人あたり年額 800 円
③テキスト代は別途負担
★新年度の申請手続き 令和 2 年 2 月 12 日～2 月 28 日

地域未来塾は、粟田小学
校に通う 4 年生以上の児童
を対象に、子ども達の学習
習慣の確立と基礎学力の定
着を図ることを目的に開設
しています。
令和 2 年度の入会を希望
される方は、田森自治振興
区までお申し込みくださ
い。

高齢者部

朝から春をも思わせ
るような晴天に恵まれ
た 1 月 29 日（日）、高
齢者部主催の「新春ふ
れあい演芸会」が盛大
に開催されました。多
くの方にご参加いただ
き、音楽で新春を祝い
ました。

今年は、隣町から「西城ブルーハーモ
ニー」のみなさんをお迎えし、吹奏楽を
楽しみました。
幕開けは演歌です。聞き慣れた曲に客
席からは懐かしそうに口ずさむ姿も見ら
れ、順調な滑り出しです。続いての第 2
部では、地元のミュージシャン「ジョー
ジ・浜」さんのサックスが登場しまし
た。今回はいつも乍らの迫力ある演奏に
加え、ピアノのジョイントで一段と輝き
をみせていました。
舞台の最後は童謡のメドレー。み
なさんも大きな声で歌うなど、心は
すっかり春の中です。演奏以外にも
ダンスや仮装で演芸会を盛り上げ
ていただいたほか、楽しいトークに
笑顔があふれ、ふれあい演芸会の名
のとおり親近感のある和やかな演
奏会となりました。
この新しい一年が皆さまにとり
まして良い年となりますよう心か
らお祈り申し上げます。

森林の匠塾 木工工作部

木工工作部代表岡崎義人さんの切
り絵作品を、月替わりで展示してい
ただくことになりました。センター
玄関ロビーに展示していますのでぜ
ひご覧いただき、毎月変わる作品を
お楽しみください。
今月は、お地蔵さまです。幸運仏
とありますので、お立ち寄りいただ
き、幸運を手にしてください。

シルエットの陰影を楽しむ切り絵は、カッターを使って線を残しながらきり進め
るという絵画の手法の一つです。

これからの行事予定・施設利用等
2/

5（水）行政文書発送
5（水）食彩工芸部 9：30～（振興センター・和室）
8（土）移動販売車 竹森内名 内名サロン 11：00～（内名集会所）
8（土）子ども神楽塾 19：00～（振興センター・大研修室）
9（日）ＪＡ女性部 10：00～（振興センター・和室）
10（月）デイホームなごみ （南区）ひなの宿 移動販売車 14：30～
13（木）デイホームあさくら （振興センター）移動販売車 14：30～
13（木）東城町保小中高連絡会 10：00～（振興センター・大研修室）
15（土）下高自治振興区視察 田森自治振興センター来館、役員会
（振興センター・大研修室）
16（日）ＪＡ女性部 13：30～（振興センター・和室）
17（月）デイホーム再彩会 （竹森集会所）移動販売車 14：30～
19（水）デイホーム北桜会 （北区集会所）移動販売車 14：30～
21（金）デイホーム会議 13：30～（振興センター・和室）
22（土）子ども神楽塾 19：00～（振興センター・大研修室）
26（水）サロン交流会 13：30～（振興センター・和室）
26（水）生花教室 20：00～（振興センター・小研修室）

14：00～

◎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。

