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田森地区 総人口 ６５４人（±０） 世帯数 ２９９世帯（±０） （令和２年９月末現在）
定住促進事業

【地元就職応援冊子】

前回発行の振興区だよりで紹介した、地元就職応援冊子「ふるさとではたらく」№4 が完成しまし
た。ご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。
田森で働いている皆さんの充実した毎日の様子を、
地元の高校生をはじめ、全国各地の地方就職希望の方
や、田森を離れて暮らしておられる方などに広く知っ
てもらえるよう各方面に配布し、田森地域への移住・
定住につなげていきたいと思っています。
冊子の発行は、小さな働きかけではありますが、一
人でも地元に残って働こうと感じ、田森に興味を持っ
てもらうきっかけになって欲しいと願って製作して
います。今後も「ふるさとではたらく」発行のため、
地元で働いておられる皆さんに引き続き声をかけさ
せていただきますので、ぜひご協力ください。
地域マネージャー

難波純子

～森林の恵みを生かして～

森林 の 匠塾

「森林の匠塾」食彩工芸部では、地
域の食材を生かしたドレッシング風
調味料を作っています。青じそ風味、
梅みそ風味やゆずを漬け込んだみそ
風味、若い人に人気の玉ねぎドレッシ
ング風調味の四種類があり、新鮮な素
材の良さを生かして、さっぱりした味
に仕上がっています。サラダ以外にも
料理の隠し味など色々なものに使用
できるので、多くの方から好評を得て
います。

人気の帽子
（バンダナキャップ）

ドレッシングのほか、 帽子
（バンダナキャップ）も作っ
ており、料理をするときや農
作業など、いつでも手軽にか
ぶることができ、重宝されて
います。
食彩工芸部は、今後も田森
地域の魅力を PR するため、
特産品の開発や製作に取り組
み、地域の活性化につなげて
いきたいと思います。

～蕎麦打ちの魅力を体験～
蕎麦打ちの魅力を広めようと、平成 28 年度から平成 31 年度までの 4
年間、生涯学習事業で「そば打ち講座」を実施してまいりました。この間
講師としてお世話になりました入江一統さん（中区在住）が、田森地域の
活性化を図るために何か貢献できないかと思いを巡らし、この度、「蕎麦
打ち体験塾」を開講されることになりました。
この体験塾は毎月定期開催され、主催者を代表して入江一統さんは、蕎
麦打ちの魅力を味わい、仲間づくりや自分の趣味の一つにしてもらいたい
と話しています。

地元の蕎麦打ちクラブ【わいわい芸備
蕎麦塾】が田森自治振興区のご支援をい
ただき、定期蕎麦打ち塾を開催していま
す。
【蕎麦打ち】の魅力は何と言っても、蕎
麦打ち作業工程の楽しさであり、自分の
手で打った絶品の蕎麦を食べられること
です。(^^♪ また、何よりも身体の全身
と脳の回転を駆使するために、健康年齢
維持にも役立つ趣味と言われています。
蕎麦打ち体験はもちろん、蕎麦打ちの
見学だけでも気軽にご参加いただけま
す。息の永い活動を心掛けていますので
皆さんのご参加をお待ちしています。
わいわい蕎麦塾
代表 入江 一統

～開催スケジュール～
開催日時
開催場所
参 加 費

毎月第２土曜日 午前１０時～午後３時
田森自治振興センター 小研修室
・蕎麦打ち体験 １，５００円（材料費込み）
打った蕎麦はお持ち帰りいただきます。
・蕎麦打ち見学
無料
持ってくる物 エプロン、三角巾、タオル
講
師
わいわい芸備蕎麦塾会員メンバー
申込方法
【わいわい芸備蕎麦塾】代表 入江一統 （☎ 090-1992-6900）
開催前週土曜日までにご連絡ください。
＊見学は自由ですので、気軽にお越しください。皆さんのご参加をお待ちしています。
～わいわい芸備蕎麦塾の紹介～
設立 令和 2 年 4 月 1 日
所属団体 一般社団法人 全麺協
代表者
入江 一統
所在地
庄原市東城町粟田 1303 番地
会員メンバー 広島県下 9 名で構成
全麺協 段位（4 段位…2 名、3 段位…4 名 初段位…1 名）

－11 月限定で上下 5 本－

ＪＲ西日本岡山支社は、秋の行楽時期を迎え、利用者の拡大を
図ろうと、7 月末で終了していた増便を復活し、11 月 1 日（日）
から 11 月 30 日（月）の間、土日と祝日を含む毎日運行します。
普通列車（１両編成）上下 5 本を増便し、東城～備後落合間では午前 8 時台と午前 9 時台の 1 本、東城
～新見間では午前 8 時台と午前 9 時台、午前 11 時台の 1 本が新たに運行されます。あわせて、東城（発）
～新見（着）1 本が時刻変更されます。内名駅からの利用はもちろんですが、東城駅からの利用も昼間の
便が増便になり便利になります。

庄原市内の芸備線存続計画事業

助成制度の概要
・助成対象団体 市内に住所を有する者を含む 5 人以上の団体
・助成対象区間 ①市内の駅から新見駅までの芸備線区間
②市内の駅から三次駅までの芸備線区間
③市内の芸備線の駅から木次駅までの区間
（備後落合駅を経由する場合に限る。）
・助成対象経費 同一日に芸備線を利用し、市内の駅を出発駅
とする片道又は往復乗車に要した普通旅客運賃
・助
成 額 普通旅客運賃の 2/3 の額
（上限 3 万円・100 円未満の端数は切り捨て）
※助成金は他の補助金との併用はできません
※注意事項

予算に限りがありますので、お早めに市役所市民生
活課市民生活係へ相談してください。

庄原市では、芸備線の利用促
進を図るため運賃助成を行っ
ています。対象は、5 人以上の
グループ（家族可）が利用する
場合で、普通乗車運賃の 2/3 の
額となります。
普段の移動やちょっとした
お出かけ、遠足など芸備線を利
用し電車の旅を楽みません
か？この機会にぜひご利用く
ださい。

【お問合せ】
庄原市役所 生活福祉部
市民生活課 市民生活係
電話：0824-73-1154

庄原市では、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、次のとおり接種
費用を今年度に限り、無料又は助成しています。
予診票は、東城支所玄関に設置してありますので、事前に取りに行っていただ
き必要事項に記入のうえ、医療機関へ持参してください。
※詳しい内容は、10 月 5 日発送の行政文書をご覧ください。
助成実施期間 令和 2 年 10 月 1（木）から令和 3 年 1 月 31 日（日）まで
対象者
65 歳以上の方
60 歳以上 65 歳未満の方で、心臓・じん臓・呼吸器の機能
またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害があ
るために身体障害者手帳 1 級の交付を受けている方
生後 6 か月～小学校 6 年生の方
中学校 1 年生～高校 3 年生相当（※1）の方
妊婦の方

助成回数
1回
1回

本人負担
無料
無料

2回
1 回（※2）
1回

無料
1 回当たり 1,000 円
無料

接種当日に、庄原市に住所がある方
（※1） 平成 14 年 4 月 2 日生まれ以降の方
（※2） 初回接種当日に 12 歳以下の場合は、医師が認めた場合は、2 回まで助成ができます。
お問合せ
東城支所 市民生活室 保健福祉係
電話：08477-2-5131

これからの行事予定・施設利用等
10/20（火）行政文書
20（火）デイホームあさくら （振興センター）移動販売車 14：30～
24（土）そば打ち塾 9：00～（振興センター・小研修室・調理室）
24（土）子ども神楽塾 19：00～（振興センター・大研修室）
28（水）田森史学講座 田森村塾（第二期） 13：30～（振興センター・小研修室）
28（水）生花教室 20：00～（振興センター・小研修室）
29（木）移動販売車 11：00～（田森自治振興センター）
11/10（火）デイホームなごみ （南区 ひなの宿）移動販売車 14：30～
11（水）デイホーム北桜会 （北区集会所）移動販売車 14：30～
13（金）移動販売車 振興センター 11：00～
14（土）移動販売車 内名サロン 11：00～（竹森 内名）
14（土）そば打ち塾 9：00～（振興センター・小研修室・調理室）
14（土）子ども神楽塾 19：00～（振興センター・大研修室）
16（月）デイホーム再彩会 （竹森集会所）移動販売車 14：30～
16（月）移動販売車 東区日出サロン 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 未来塾 15：30～
◎毎週木曜日 森林の匠塾 木工工作部活動日：毎週木曜日
時間：午前 9 時～午前 11 時 30 分 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。

