～神々の棲む里～

田森自治振興区だより

NO．１７７

発行：田森自治振興区 （令和元年６月５日）
☎・FAX 08477-2-0661／ E-mail：tamori@vesta.ocn.ne.jp
ＵＲＬ： http://tamori.comyu.org/
～ニュースポーツで爽やかな汗を流しましょう～

体育部／体協田森支部

・日 時

令和元年 6 月 30 日（日）

集合 9 時 20 分
午前 9 時 30～午前 11 時 30 分
・場 所 田森自治振興センター 大研修室
・講 師 田森自治振興区体育部・体協役員
・内 容 ビーンボウリング
・持参物 屋内シューズ、タオル、
水分補給の飲み物
・申込み 参加を希望される方は、6 月 20 日（木）
までに田森自治振興センターへお申し込
みください。
（℡／Fax 2-0661）

体協田森支部と体育部が主管す
る「ニュースポーツ～ビーンボウ
リングにチャレンジ」の企画です。
ビーンボウリングは、ピンにボ
ールが当たると反転したり、自動
的にピンが戻ったりするようにな
っており、コントロールやバラン
スを競うゲームで、年齢や体力に
関係なく、老若男女誰でも気軽に
楽しむことができるスポーツで
す。ぜひ家族やご近所でご参加く
ださい。みんなでリフレッシュし
ましょう。

【生涯学習部・粟田小学校】

地域交流と子どもの健全な育
成を図ることを目的とした「田
森まるごと元気村」を今年も開
催します。
大勢の方のご協力とご参加を
お待ちしています。

と き

令和元年７月 19 日（金）
２1 日（日）（予定）

ところ
内 容

粟田小学校 ほか
７月１９日（金）デイキャンプほか
２１日（日）社会見学

☆詳細については、6 月 20 日の振興区だより
でご案内します。

平成 31 年度田森自治振興区会費を 1 戸当たり
2,500 円集めさせていただきますので、ご協力いた
だきますようお願いいたします。
なお、会費の取りまとめにつきましては各自治会を
通じてお願いいたします。

梅雨入りも間近となり、しばらくは
うっとうしい天気との付き合いになり
そうですが、梅雨空を吹き飛ばすよう
な田森保育所からの明るく元気な夕涼
み会のお便りです。
今年も夜店や花火など、子どもから
高齢者が楽しめる企画を予定していま
す。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。

日時
場所

午後６時～８時
田森自治振興センター

駐車場

（雨天の場合は、田森自治振興センター
大研修室）
田森保育所・保育所保護者会

国土交通省

国土交通省と広島県では、梅雨や台風の
時期を迎えるにあたり、国民一人ひとりが
土砂災害の防止の軽減の重要性について認
識し、理解が深められるよう、毎年 6 月を
「土砂災害防止月間」と定めています。

雨が降り出したら、気象情報をチェック
し、早めに避難に備えましょう。雨の状況
に応じて段階的に注意報や警報などが発表
されています。土砂災害発生の危険度が高
まっている地域では、土砂災害危険箇所・
土砂災害警戒区域等の外の少しでも安全な
場所へ早めに避難することが重要です。

～地域・保育所・小学校が一体となった運動会～

朝はどんよりとした曇り空でし
たが、お昼近くには青空も見え、
絶好の運動会日和となった 6 月 2
日（日）、粟田小学校グラウンドを
会場に、第 46 回田森地区民親睦大
運動会が開催されました。
保育所、小学校、地域が共同開
催する地域のスポーツの祭典。今
年も熱く盛り上がりました。

保育所園児は、広いグラウ
ンドで笑顔いっぱいに踊りや
かけっこ、親子競技に小さな
身体を弾かせていました。
春から一段と成長した、可
愛い姿に会場から大きな拍手
と声援が寄せられていまし
た。

「明るく元気にがんばろう！楽しくやり
きる運動会」をスローガンに掲げた粟田小学
校。
今年は児童がそれぞれ役割分担し、選手の
招集や競技の進行、放送など、自分たちが中
心になって運動会の運営に当たりました。
入退場や移動は全力ダッシュ、子どもたち
がお互いに相談し、指示を出すなど実にきび
きびとした自信にあふれた動きで、とてもた
くましく、立派な姿でした。

優勝

西区

準優勝

北区

３位

中区

準備や環境整備作業にご協力いただいた皆
様、大会役員としてお世話いただいた皆様大変
ありがとうございました。

４位

東区

５位

南区

事業（行事）名
ビーンボウリングにチャレンジ
花植え交流会 高齢者部・粟田小学校
田森まるごと元気村（第 1 日）
田森まるごと元気村（第 2 日）

日 程
6 月 30 日
7 月上旬
7 月 19 日
7 月 21 日

田森郵便局長杯・高齢者グラウンドゴルフ大会
粟田放課後子ども教室 ワクワク学び隊
総合体育大会
東城町自治振興区連絡協議会
親睦グラウンドゴルフ大会
ふれあい東城まつり
季節の弁当宅配（秋季）
田森ふれあい祭り
神楽まつり

7 月下旬
8 月上旬
10 月 13 日
10 月中旬

しめ縄づくり～地域交流～
そば打ち講座
タモリミュージックコンサート
保育所小学校連携事業 「地域交流会」
新春ふれあい演芸会
田森スキー講座

12 月上旬
12 月上旬
12 月
1 月上旬
1 月下旬
1 月～2 月

田森地区グラウンドゴルフ大会

3 月上旬

10 月 20 日
11 月
11 月 17 日
12 月上旬

備

考

日

日

日

日
日
日

予定
予定
予定
平日
平日
予定
予定
予定
平日
予定
予定
平日
平日

日
土
日

日

小学校 1 月下旬
保育所 2 月上旬
予定

※振興区活動の年間予定です。天候その他の都合で変更する場合もあ
りますが、諸行事等の参考にしてください。

これからの行事予定・施設利用等
6/

5（水）
7（金）
8（土）
10（月）
10（月）
10（月）
12（水）
12（水）
13（木）
13（木）
17（月）
17（月）
17（月）
17（月）
22（土）
24（月）
26（水）
30（日）

行政文書発送
田森保育所 保育研修 10：00～ （振興センター・和室）
子ども神楽塾 19：00～（振興センター・大研修室）
デイホームなごみ （南区 ひなの宿）
移動販売車 デイホームなごみ 14：30～（南区 ひなの宿）
３Ｂ体操 19：30～（振興センター・大研修室）
デイホーム北桜会 （北区集会所）
移動販売車 デイホーム北桜会 15：00～（北区集会所）
デイホームあさくら （振興センター）
移動販売車 デイホームあさくら 14：30～（振興センター）
交通安全協会 10：00～（振興センター・大研修室）
デイホーム再彩会 （竹森集会所）
移動販売車 日の出サロン 13：45～（東区集会所）
移動販売車 デイホーム再彩会 14：30～（竹森集会所）
子ども神楽塾 19：00～（振興センター・大研修室）
３Ｂ体操 19：30～（振興センター・大研修室）
生花教室 20：00～（振興センター・小研修室）
体育部・体協「ビーンボウリングに挑戦」 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」
◎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

