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増え続ける空き家、早めの対策を！！
現在、空き家問題は避けては通れな
い問題となっています。
今は問題のない空き家でも、放置し
ておくと特定空き家に分類され、行政
指導や改善命令の対象になるかもしれ
ません。
空き家対策特別措置法＝強制撤去で
はありませんが、これらを考えると、
少しでも劣化を遅らせるために頻繁に
管理をするか、住めなくなる前に売
家・借家を考えることも選択肢の一つ
として重要になってきます。

定住促進活動事業

この機会にぜひ空き家についてお考
えになってはどうでしょうか。希望す
る人に貸したり、譲渡したりする仕組
みの一つに庄原市空き家バンク制度が
あります。庄原市空き家バンク制度を
利用して、田森に移住して住みたいと
いう人に空き家を貸したり、譲渡した
りすることを考えてみませんか。

～郷土出身者の連絡先をご紹介ください。～
田森自治振興区では、田森地域の出身者をはじめ
市外に住んでいる方へ田森自治振興区やイベント情
報、定住支援に関する情報などを定期的にお届けす
る「ふるさと田森のお便りネット」という活動を行
っています。
一人でも多くの方に、田森へ戻って来て住んでも
らいたい、また、田舎暮らしを求めて移住を希望し
ている方を紹介してもらいたいといった願いを込め
て、現在 86 人に田森地域の情報をお届けしています。
新規にご紹介いただける方や、住所を変更された
方がおられましたら、田森自治振興区へご連絡ください。
また、田森に住んでみたいと希望される方がおられましたらぜひご紹介ください。活気ある「ふ
る里田森」のためにもぜひご協力いただき、一人でも多くの方にお届けし定住促進につないで行き
たいと思います。
地域マネージャー 三上 由子

ふれあい東城祭り実行委員会
東城町自治振興区連絡協議会
東城町森林組合

第 36 回ふれあい東城祭りが
10 月 14 日（日）に開催されま
す。
東城町自治振興区連絡協議会
と東城町森林組合では、平成 30
年 7 月災害で被災された方を支
援するための募金活動として、
災害復興支援『振興区自慢特選
鮮野菜』オークション大会を実
施します。
丹精込めてつくられたご自慢
の野菜をぜひご提供いただき、
災害復興支援にご協力くださ
い。

募集する作物は、野菜のほ
か、新米やキノコ類、花卉（菊）
などです。漬物やお茶、パン
類その他の加工品は対象外で
す。
お問合せや、野菜をご提供
していただける方は、10 月 1
日（月）までに田森自治振興
センター（℡２－０６６１）
にご連絡ください。

～さわやかにふれあい高めよう豊かな心と地域～

日

時

平成 30 年 10 月 22 日（月）
受 付：午前 8 時 30 分～
開会式：午前 9 時～

どなたでも参加できます。
爽やかな秋空のもと、地域を超えて
親睦し交流しましょう。
皆さん誘い合わせて大勢ご参加く
ださい。

東城町自治振興区連絡協議会

場
所
主
催
参加対象
参 加 費

東城中央運動公園 陸上競技場
東城町自治振興区連絡協議会
東城町内全地域
1,000 円当日ご持参ください。
（昼食弁当・お茶等経費として）

※参加を希望される方は 9 月 28 日（金）までに
田森自治振興センター（☎／fax 2-0661）に
ご連絡ください。

総務部

昭和 9（1934）年 3 月 24 日、卒業記
念修学旅行で帝釈峡神龍湖を訪れた粟
田尋常高等小学校（現庄原市立粟田小
学校）の卒業生が、遊覧船の水難事故
に遭い、12 人の児童と引率した 2 人の
訓導（教師）の尊い命が失われました。
神龍湖殉難事故から数えて平成 31 年
3 月に 85 年を迎えます。このときに当
たり、殉難者を追悼し命の尊さを学ぶ
とともに、悲惨な歴史と当時の村民の
清心な姿を知ることで、これからの地
域社会の教訓になるよう追悼事業を計
画しました。近く実行委員会を起ち上
げ秋に実施する予定です。

地域の高校生や若い世代をメン
バーとする実行委員会では、第 8 回
目となるタモリミュージックコン
サートに向け、田森を盛り上げよう
と準備を進めています。
大勢の皆さんにぜひ参加してい
ただき音楽で楽しい一日を過ごし
ましょう。
詳しい内容は、11 月 20 日発行予
定の振興区だよりでご案内します。

とき

場所

平成 30 年 12 月 16 日（日）
午前 10 時 00 分

開場

午前 10 時 30 分

開演

田森自治振興センター

大研修室

タモリミュージックコンサート実行委員会

★

９月３０日（日）は「交通死亡事故ゼロを目指す日

」です ★

・子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者
の交通事故防止
・夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事
故防止
・すべての座席のシートベルトとチャイルドシート
の正しい着用の徹底
・飲酒運転の根絶

これからの行事予定・施設利用等
9/ 20（木）
20（木）
20（木）
22（土）
24（月）
26（水）
26（水）
10/ 7（日）
9（火）
11（木）
11（木）
11（木）
12（金）
13（土）
16（火）
17（水）
18（木）
22（月）

行政文書発送
デイホームあさくら （振興センター）
女性部会議 19：30～（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）
３Ｂ体操 19：30～（振興センター・大研修室）
デイホーム再彩会 （竹森集会所）
生花教室 20：00～（振興センター・小研修室）
第 55 回東城地区総合体育大会 （庄原市東城中央運動公園） 開会式 8：30～
中区朝倉 19：00～（振興センター・大研修室）
田森ふれあい祭り担当者会議 19：00～（振興センター・和室）
中区朝倉 19：00～（振興センター・大研修室）
中区ＪＡ女性部 19：30～（振興センター・小研修室）
子ども神楽塾 19：00～（振興センター・大研修室）
中区朝倉 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）
デイホーム再彩会 （竹森集会所）
デイホームあさくら （振興センター）
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）

◎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

