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～子どもたちの豊かな心を育み、生きる力を身に付ける野外体験～

夏休み特別企画「田森まるごと元気村」の開催案内です。
粟田小学校の子ども達が、校外で自然や産業、歴史文化など地域のめぐまれた資源を教材に
地域の人達の助言を得ながら学習し、発表します。
また、夏休みを前にデイキャンプをするなど貴重な体験活動を行ないます。

第1日

7 月 20 日（金）

粟田小学校
8：50 元気村開村式（小学校体育館）
9：10
地域学習（学年ごとに地域へ出発）
～地域の自然や産業、歴史を調べ、わたし
達の郷土を知ろう！～
・低学年 「まち探検」
・中学年 「地域の農業研究」
・高学年 「地域の歴史研究」
12：40 昼食・休憩
弁当を持参し、児童と一緒に食事交流
13：15 地域学習 午前中の学習のまとめ
14：00
〃
発表
14：50 キャンドル作り
キャンプファイヤー準備
16：00 かまど設営
夕食準備（カレーライス）
17：30 夕食
19：00 キャンプファイヤー
講師を招いてキャンプファイヤー
の指導をしていただきます。
20：30 第 1 日目の日程終了 解散
全員帰宅

第2日

7 月 22 日（日）

社会見学
〇岡山県浅口市 岡山天文博物館
国立天文台
〇福山市 ふくやま美術館
特別展「魔法の美術館」
～光と遊ぶ体験型ミュージアム～
参加費 大 人：3,000 円（中学生以上）
小学生：1,000 円
参加費は当日徴収します。

（弁当はいりませんが、車中での飲物等は
ご準備ください。）
※定員（40 人）になり次第締め切らせていただ
きます。
※詳しい行程等は、後日参加者へご案内しま
す。

※日程は、天候その他の事情で
変更する場合があります。

高齢者部

日時 平成 30 年 7 月 24 日（火）
受付開始
午前 8 時 10 分
開講式
午前 8 時 30 分
プレー開始
開講式終了後
場所 東城ふれあいスポーツ広場
（旧東城ふれあい村）
★雨天の場合は屋根付き練習場で行います。

毎年恒例となった、田森郵便局長
杯・高齢者親睦グラウウンドゴルフ
大会を開催します。みんなで身体を
動かし、グラウンドゴルフを楽しみ
ましょう。
みなさん誘い合わせて、大勢ご参
加ください。

田森保育所
保育所保護者会

今年も楽しい企画を満載して、夕涼
み会を行います。保育所保護者会で
は、夜店も開きますので、ご家族揃っ
て夏の一夜をお楽しみください。
園児のみんなも楽しみにしていま
す。小学生や地域の方をはじめ
大勢のみなさんをお待ちしています。

★ぜひ遊びに来てください★

日時 平成 30 年 7 月 14 日（土）
午後５時 45 分～８時
場所

田森自治振興センター

駐車場・大研修室

今年度は、12 人の児童が粟田放課後子ども教室に登録しています。
平日は、4～6 人の児童が子ども教室を利用していますが、夏休みには、12
人全員が利用をする予定です。
長い夏休みを子ども達が有意義に過ごすために、不要になったＤＶＤや本
をご提供ください。
田森自治振興センターまたは放課後子ども教室へお持込みください。
子ども達が心豊かで健やかに育むことができるよう環境づくりを進めてい
ます。ぜひともみなさんのご協力をお願いします。

総務部

環境福祉部

～平成 30 年度スタート～
💛「元気な早いうちから、自分の体を気にかけ 自
分でケアできるようにすることが、健康寿命につな
がる」というコンセプトのもと、様々な分野の講師
の先生にご協力いただき、今年度もデイホームが始
まりました。

【シルバーリハビリ体操】

💛また健康だけではなく、身近に起
こりうる犯罪から身を守る知識も、
楽しい話を織りまぜながら指導して
いただいています。
【ビーンボーリング】

【健康体操】
【東城交番による防犯指導】

💛午前のプログラムが終わると、参加者
の皆さんが一番楽しみにされている昼食で
す。ボランティアで参加してくださってい
る女性の皆さんの手料理に感謝しながら美
味しくいただきます。

【手作りの昼食】

🎵このようにデイホームは、健康確認・介護予防レクレーション・食事・交流・情
報交換及び生活相談の場として今年度も楽しく進めてまいります！
地域マネージャー 三上由子

東城交番

これからの行事予定・施設利用等
７/ 5（水）
7（土）
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11（水）

行政文書発送

講演会 14：00～（振興センター・大研修室）
粟田放課後子ども教室保護者会 19：00～（振興センター・和室）
3Ｂ体操 19：30～（振興センター・大研修室）
デイホームなごみ （南区 ひなの宿）
庄原市議会 議会報告会 19：00～（振興センター・大研修室）
デイホーム北桜会 （北区集会所）

高齢者部・小学校

「花植え交流会」

8：30～（粟田小学校）

南区 南嶺会「花・花交流」（田森保育所）
14（土） 田森保育所 夕涼み会準備 10：00～（振興センター・大研修室）
14（土） 田森保育所「夕涼み会」
（振興センター・駐車場）
18（水） デイホーム再彩会 （竹森集会所）
19（木） デイホームあさくら （振興センター）
20（金） 田森まるごと元気村 第 1 日 地域学習、デイキャンプほか （粟田小学校）
21（土）～粟田小学校 夏休み
21（土） 女組 13：30～（振興センター・大研修室）
22（日） 田森まるごと元気村 第 2 日 社会見学 （岡山天文博物館、国立天文台ほか）
22（日） 女組 9：30～（振興センター・大研修室）
22（日） 朝倉神社 13：00～（振興センター・和室）
23（月） 3Ｂ体操 19：30～（振興センター・大研修室）
24（火） 高齢者親睦グラウンドゴルフ大会 受付 8：10～
（東城ふれあいスポーツ広場）
25（水） 生花教室 20：00～ （振興センター・小研修室）
29（日） 中区 振興センター清掃作業 8：00～
31（火） 粟田放課後子ども教室 「子どもの体の教室」 9：30～（振興センター・大研修室）
8/
1（水） 女性部 「子ども教室との交流～餃子つくりに挑戦」9：30～（振興センター・調理室）
2（木） 粟田放課後子ども教室 「子どもの体の教室」 9：30～（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」
★森林の匠塾 活動日
・木工工作部 毎週木曜日 午前 9 時～午後 4 時
場所：（旧）ＪＡ田森出張所

