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東城町自治振興区連絡協議会は、10 月 14 日(日)第 36 回ふれあい東城まつりで豪雨災
害復旧支援として「振興区自慢特選野菜」オークションを行いました。オークションと
あわせて行った野菜販売の結果、売上総額は、171,000 円となりました。
快く野菜の出品していただいたみなさん、お買い上げいただいたみなさんのご厚意に
感謝し、衷心より厚くお礼申し上げます。
ご協力いただいた全額を、近く災害義援金として庄原市に寄付することとしています。

日増しに秋も深まり、田森の山々も美しく色づいて
まいりました。
田森ふれあい祭りは、交流を通じて喜びや感動を共
有するとともに、未来を担う子どもや若者に田森地域
の素晴らしさを「つたえ」、｢つなぐ｣ことができる絶好
の機会です。笑いあり、涙ありのステージをはじめ、
作品展など盛りだくさんの年に一度の地域をあげての
祭典です。
ご近所お誘いあわせの上、ぜひご参加いただき、みん
なで楽しい一日を過ごしましょう。

大勢の皆さんのご参加をお待ちしています。
（裏面にプログラムを載せています。）
粟田中自治会のみなさんが、
うどん、手打ちそば、おでん、
赤飯、コーヒー、お茶などの販
売を行います。ぜひご利用くだ
さい。
ふれあい祭りは保育所・小学校の発表会と
の共同開催です。
マナーを守って清々しい一日にしましょう。

酒類の持ち込みは出来ません。
また、酒類の販売も行いません。飲酒運転を
しない、させないよう趣旨にご協力ください。

開会行事 ９：００
１．開会宣言
２．実行委員長あいさつ
３．来賓祝辞
区 名

演

目

題

名

1

保育所

神楽

ちびっこ神楽

2

小学校
3,4年生発表

劇

ぼくたち「ＴＯＭＡＴＯ」はかせ

3

西 区

歌

100歳チャレンジャー

4

小学校
1年生発表

劇

うさぎとかめ

太鼓（幼児組）

わんぱくエイサー

踊り（乳児組）

グリーンマントのピーマンマン

合唱（全園児）

たきび 他

5

保育所

6

小学校
2年生発表

劇

かさこじぞう

7

南 区

歌と踊り

みんなで唄おう大仙のぼりの唄

昼

食・休

憩 （45分）

12:20～13:05

8

小学校
5,6年生発表

劇

Ｍｏｍｏｔａｒｏ

9

東 区

踊り

追悼「さくらももこ」劇場

10

小学校
全校発表

合唱

11

創作ダンス

北 区

ふしぎなともだち
青い空に絵をかこう
舞ＫＡＧＵＲＡ
The がまん

≪お楽しみ抽選会≫14：45～15：05
たくさんの景品を用意しています。
閉会行事 15：05
１．副実行委員長あいさつ
２．閉会宣言
片づけ
★バザーの営業時間は、午前 10：00～午後 2：30 です。
★大研修室での飲食はご遠慮ください。昼休憩のみ開放します。
★会場内は禁酒、禁煙です。また、酒類の持ち込み、販売も禁止
しています。公共マナーを守りましょう。

「森林の匠塾 食彩工芸部」

11 月 1 日（木）から開催され
る東城まちなみぶらり散歩ギャ
ラリーに「森林の匠塾 食彩工
芸部」が出店します。東城交番
のすぐ北、旧東城農機宅を借り
てドレッシングなどの特産品を
販売し、田森地域の魅力を PR し
ます。
城下町の風情を色濃く残す東
城町のまちなみを散策してみま
せんか？
また、期間中に「うどん」も
販売の予定です。
ぜひ、ご家族・ご友人とお立
ち寄りください。

女性部

日

女性部では、地域交流として
「多飯が辻山」秋の登山を計画し
ました。
みんなで多飯が辻山に登り、山
頂から眼下に広がる紅葉の山々
を眺めませんか？晴天に恵まれ
れば大山を遠くに見ることがで
きます。大勢のみなさんのご参加
をお待ちしています。

時

平成 30 年 10 月 29 日（月）

（雨天中止）
集合場所 田森自治振興センター 駐車場
内
容 8：30 集合（登山口駐車場へ移動）
9：00 登山開始
11：30 昼食 （山頂付近 東屋）
13：00 下山開始
14：30 下山
解散
持ってくる物 お弁当、タオル、登山用つえ、
水分補給のための飲み物
★参加を希望される方は、10 月 25 日（木）まで
に田森自治振興センター（℡/Fax ２－０６６１）
へお申し込みください

粟田小学校

～高齢者部と児童との交流活動～

高齢者部の皆さんと粟田小学校の児童は、毎
年学校花壇へ花を植える活動を通じて交流を
深め、生命の大切さを学ぶとともにコミュニケ
ーション力を高める取り組みを行っています。
こうした活動が認められ、この度庄原市観光い
ちばん協議会が主催した庄原ジュニアガーデ
ンコンクールにおいて金賞に輝きました。誠に
おめでとうございます。受賞の栄に浴し、子ど
も達も大きな励みになったことと思います。

ご厚志のお礼
香典返しとして金一封 粟田北自治会 名越千晴 様
誠にありがとうございました。厚くお礼申し上げます。

これからの行事予定・施設利用等
10/ 19（金）行政文書発送
20（土）子ども神楽塾 19：00～（振興センター・大研修室）
21（日）プラチナハート 9：00～（振興センター・大研修室）
22（月）３Ｂ体操 19：30～（振興センター・大研修室）
22（月）第 6 回東城町自治振興区親睦グラウンドゴルフ大会 受付 8：30～ 開会式 9：00～
（庄原市東城中央運動公園 陸上競技場）
23（火）定住推進員会議 9：30～（振興センター・和室）
24（水）生花教室 20：00～（振興センター・小研修室）
26（金）子ども神楽塾 19：00～（振興センター・大研修室）
29（月）女性部「多飯が辻山～秋の登山～」 8：30 振興センター集合
31（水）粟田尋常高等小学校神龍湖遭難 85 周年殉難者追悼式 9：00 粟田小学校
11/ 1（木）タモリミュージックコンサート実行委員会 19：30～（振興センター・和室）
7（水）女性部「75 歳以上の一人暮らしの方へ季節の料理宅配弁当」
8（木）デイホーム北桜会
8（木）東区 ふれあい祭り舞台練習 19：30～（振興センター・大研修室）
9（金）南区 ふれあい祭り舞台練習 19：00～（振興センター・大研修室）
10（土）田森ふれあい祭り 会場準備 13：30～
11（日）第 20 回田森ふれあい祭り（長寿に乾杯） 9：00～
12（月）粟田小学校代休日のため子ども安全見守り隊は 13 日（火）となります
13（火）デイホームなごみ
15（木）デイホームあさくら
19（月）デイホーム再彩会
25（日）体育部・体協「ニュースポーツを体験しよう！」 9：00～（粟田小学校体育館）
◎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」 振興センター・小研修室
◎毎週木曜日 午前 9 時～午後 4 時 森林の匠塾 木工工作部
活動日場所：
（旧）JA 田森出張所

