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第 73 回鈴木三重吉賞の受賞者が発表され、粟田小学校児童の作品から詩の部で特選 2 点、佳作
1 点、作文の部で入選 1 点、佳作 2 点がそれぞれ受賞しました。詩 3006 点、作文 2839 点の応募
総数の中から審査を経て選ばれたもので、小規模校ならではの大きな成果をあげられました。審査
員の評にもありましたが、作品に描かれた情景や作者の心の動きなどが、限られた紙面の中で見事
なまでに表現されており、いずれも素晴らしい作品となっています。
鈴木三重吉（明治 15 年～昭和 11 年）は、広島市出身の小説家・
児童文学者で、13 回忌にあたる昭和 23 年から「鈴木三重吉賞」
が創設され、現在も子どもの応募作品の中から優秀 な作文や詩
にこの賞が贈られています。
粟田小学校では、普段から朝読タイムや読み聞かせなどを通じ
て本に親しんでおり、文章として感情を表現する力が養われてい
ます。また、通学途上や日々の学校生活の中で自然に触れ、様々
な体験を重ねることで、観察する力、想像する力、考える力が自然に身についているのではないでし
ょうか。いずれにしても、素直に心の描写を文字で表現する力は、まさに見事であり、今後さらに磨
いていただきたいと思います。
入選した作品は、1 月 20 日発行の粟田小学校「粟田の里」で紹介されていますので、ぜひご覧ください。

田森物語

多くの木が葉を落としているこの時期に山
を見渡すと、木々の間に茶色い葉を付けた枝
が見られます。その中でも、小ぶりでシワが
なく、比較的低いところにあるのが「やまこ
うばし」です。
「やまこうばし」の葉は、秋に
枯葉となっても、厳しい寒さに耐え、葉を落
とさず春を迎えることから、
「落ちない」合格
祈願のお守りとして人気があります。
田森自治振興区では、昨年の冬から東城高
校三年生に「やまこうばし」の葉のお守りを
プレゼントしてきましたが、今回、一般の方
にもこの幸運のお守りをお届けしたいと思い
ます。
春を迎え、人生の岐路に立つ若い人たちの
夢が叶い、輝かしい幕開けとなるとともに、
末長く幸運が訪れますようにと願いを込めて
製作しました。

このお守りは、1 個 100 円で、東城まちなか
交流施設「えびす」にて販売しています。受験
生、資格等の試験を控えた大切な方へプレゼ
ントされてはいかがでしょうか？
地域マネージャー

難波純子

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 3 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。
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。

【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 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日
【開設日及び開設時間】
①月曜日～金曜日……………下校時～18：30
②振替日………………………7：30～18：30
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）…7：30～18：30
【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 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 （15：30～18：30）
★新年度の申請手続き 令和 3 年 2 月 10 日～2 月 26 日

～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
の児童
【開設場所】田森自治振興センター
【開設期間】令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日
【開設日時】①毎週木曜日……15：30～17：30
※粟田小学校の下校時間に変更がある場合は
日時を変更することがあります
②長期休業日（夏休みを中心に 10 日程度）
……9：00～11：00
【科
目】①通常日……国語・算数
②長期休業日…国語・算数・理科・社会
【利用者負担金】①保護者負担金：毎月 1,000 円
②テキスト代は別途負担
★新年度の申請手続き 令和 3 年 2 月 10 日～2 月 26 日

地域未来塾は、粟田小
学校に通う
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 3 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。

定住促進事業

年末に各戸配布した地元就職応援冊子「ふるさとではたらく No.2」ご覧いただけましたでしょうか？
私たちが住んでいる田森地域の様子を全国に紹介する冊子として、定着しつつある「ふるさとでは
たらく」。皆さんのご協力で、シリーズ No.5 が完成しました。シリーズを重ねる度に、地域の様子や
就職先、必要な資格などより分かりやすく興味をもっていた
だけるよう、思案に暮れています。地域外にお住いの田
森出身者の方にお配りするほか、地方暮らしを検討され
ている関東、関西の皆さんにもお届けしていきます。
これからも引き続き「ふるさとではたらく」を
発行する予定です。地域でご活躍の皆さんのご協
力をよろしくお願いいたします。取材して欲しい、
取材を受けてもいい、と思われる方がおられまし
たら、ぜひ田森自治振興区までご一報ください。

地域マネージャー

難波純子

田森の魅力、情報を全国に発信するため、田森自治振興区では
SNS を利用して地域の情報や田森保育所、粟田小学校の様子など
を逐次アップしています。フォロー件数も増え、コメントや郷土
出身者の方からのメッセージなどをいただき、とても励みになっています。
皆さんにも、ぜひフォローしていただき大勢の方に“田森の輪”を繋げましょう！

Instagram

QR コード

Facebook

QR コード

LINE

QR コードを読み取り、フォローや追加をお願いします。
＃田森自治振興区 ＃神々の棲む里田森
＃粟田小学校 ＃地域と共にある学校
＃小さくてもキラリ輝く粟田小学校
＃田森保育所 ＃ちびっこ神楽

QR コード

【体育部・体協】

田森地区グラウンドゴルフ大会の中止
グラウンドゴルフで地域の交流を深め、健康づくりを進めようと毎年 3 月に開催している田
森地区グラウンドゴルフ大会ですが、感染防止を図り高齢者の皆さんの命を守ることを最優先
するとして中止することとなりました。
日々練習を重ね、楽しみにしていただいている皆様には、ご迷惑をおかけしますが、ご理解を
いただきますようお願いいたします。

「ワクチンの予約とる」と金銭を要求不審電話に注意！！
国などの職員を名乗り、「新型コロナウイルスのワクチン接
種の予約を取る」と嘘をついて、
“予約金”名目で金銭を要求す
る電話が相次いでいます。国の職員などが電話でワクチンの接
種を勧めることはありません。予約も始まっていないので、そ
のような電話があれたすぐに切ってください。

これからの行事予定・施設利用等
1/24（日）ドキュメンタリー映画「奇跡の小学校の物語」上映会 9：30～
27（水）田森史学講座 13：30～（振興センター・小研修室）
2/ 9（火）デイホームなごみ （南区 ひなの宿） 移動販売車 14：30～
10（水）デイホーム北桜会 （北区集会所） 移動販売車 14：30～
10（水）ＪＡ庄原地区懇談会 13：30～（振興センター・大研修室）
12（金）移動販売車 10：30～（振興センター）
13（土）そば打ち塾 9：00～（振興センター・小研修室・調理室・和室）
13（土）内名サロン （竹森 内名集会所）移動販売車 11：00～
16（火）デイホームあさくら （振興センター） 移動販売車 14：30～
17（水）デイホーム再彩会 （竹森集会所） 移動販売車 14：30～
24（水）生け花教室 20：00～（（振興センター・小研修室）
25（木）移動販売車 11：00～（振興センター）

※新型コロナウイルスの感染に係る今後の状況次第で、活動や行事予定が変更になる
場合があります。
◎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～
◎森林の匠塾木工工作部…新型コロナウイルスの感染症対策のため、当分の間活動を休止します。
※移動販売車は、デイホームやサロンのほか、自治振興センターにも定期巡回
していますのでぜひご利用ください。
また、人が集まる場所でも販売が可能です。グループ等で計画があれば
早めにお知らせください。日程が空いていれば可能な場合があります。

