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～「命のリレー」命の尊さを学び次の世代へ～

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 年を迎えるに当たり追悼式を
行います。命の尊さをあらためて認識
するとともに当時の社会公共と人々の
清心な姿にあらためて学びたいと思い
ます。ぜひご参加ください。

期 日
場 所

平成 30 年 10 月 31 日（水）

主会場 粟田小学校 慰霊塔前
式後バスで神龍湖湖畔の慰霊塔及び神龍湖へ移動
内容･時間 8：50 集合（粟田小学校）
9：00 開式
9：40 粟田小学校 出発（閉式後バスに乗車）
10：10 神龍湖トレイルセンター前駐車場到着
（徒歩で慰霊塔前まで移動）
10：18 慰霊塔 到着 献花
11：00 乗船出発（殉難地で献花）
12：05 神龍湖 出発
12：35 粟田小学校 到着 解散

※参加を希望される方は、10 月 22 日（月）までに田森自治振興センター
（℡/Fax ２－０６６１）までご連絡ください。
※バスの乗車人数には限りがあります。
※天候などにより内容が変更する場合があります。

女性部

日

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 22 日（月）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

田森では携帯電話の通話ができない地
域があることから、平成 25 年以降、通信
事業各社に通話エリアの拡大を要望して
まいりました。この活動が実り、平成
27 年春にソフトバンクが竹森地区に基地
局を整備したところですが、この度は
KDDI 株式会社（ａｕ）が基地局を整備
しました。井河内・森脇と下千鳥地区で
は、平成 30 年 5 月からａｕの電波（ａｕ
4Ｇ ＬＴＥ）がつながりやすくなってい
ます。また、伊瀬地区では平成 31 年春に
整備される予定です。

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。
“神々の棲む里 田森”の秀峰
「多飯が辻山」は、大仙信仰の
山として古くから地元の人々か
ら親しまれてきました。
また、整備された多飯が辻山
は、四季折々で違う顔をのぞかせ
今では、多くの登山者を魅了して
います。
秋ならではの澄んだ空気は心地
よいだけでなく、山頂付近からの
素晴らしい眺望が期待できます。
大勢の皆さんのご参加をお待ちし
ています。

食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋、芸術の秋、
皆さんそれぞれの秋を堪能されていると思いま
す。
第 21 回田森ふれあい祭りでは、地域の皆さん
が親睦と交流を深めるとともに、今日の田森を
築いてこられたお年寄りの皆さんの長寿をお祝
いしようと、いま各自治会や小学校、保育所で
はステージ発表や作品展など、準備や練習を進
めておられます。
田森ふれあい祭りでは、自治会によるお昼の
バザーやお楽しみ抽選会など楽しい催し物もい
っぱいです。年に一度の地域をあげての祭典で
す。ご近所お誘い合わせいただき、楽しい一日
を過ごしていただきたいと思います.
田森地域が元気になるよう、みんなで力を合
わせてふれあい祭りを盛り上げましょう！！

日時
場所

平成 30 年 11 月 11 日（日）
午前 9 時 開会
田森自治振興センター

★田森ふれあい祭りの詳しい内容は、
10 月 19 日の振興区だよりでご案
内します。

体育部／体協田森支部

～スポーツで心も体もリフレッシュ～

・日

時 平成 30 年 11 月 25 日（日）
集合 8 時 50 分
午前 9 時～午前 11 時 30 分

・場
・講
・内

所 庄原市立粟田小学校 体育館

師 田森自治振興区体育部・体協役員
容 ・フライングディスク
（ディスクをスローイングラインから５ｍ
離れたゴールに投げ入れる競技）
・ビーンボウリング
（横に並べ簡便化したピンにボールを転が
しピンに当て、反転したピンの点数が得点
になる競技）
・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、11 月 15 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では、
「ニュ
ースポーツを体験」を計画しました。
ニュースポーツとは、技術やルー
ルが簡単で、誰でもどこでも気軽に
楽しめることを目的に新しく考案さ
れたスポーツで、数百種以上あると
いわれています。
その中で今回は、フライングディ
スクとビーンボウリングにチャレン
ジしてみませんか。
ぜひ家族やご近所でご参加いただ
き、リフレッシュしましょう。

平成 30 年 7 月西日本豪雨災害

各地で大きな被害をもたらした平成 30 年 7 月西日本豪雨災害から 3 か月、懸命な復旧作
業が続けられています。被災された皆様に対し、あらためて心からお見舞い申し上げます。
このたび災害義援金のお願いをいたしましたところ、多くの方から温かいお志をいただき
まして誠にありがとうございました。各自治会で取り纏めて頂きました義援金につきまして
は、市役所東城支所市民生活室を通じて日本赤十字社に送らせていただきましたので、ご報
告いたします。
ご協力いただきました皆様に厚くお礼を申し上げますとともに、被災地の一日も早い復
旧・復興を心からお祈り申し上げます。

平成 30 年 7 月西日本豪雨災害義援金

総額 106,000 円
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行政文書発送
役員会 19：30～（振興センター・和室）

第 55 回東城地区総合体育大会

庄原市東城中央運動公園他

3Ｂ体操 19：30～（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）
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）
JA 女性部 19：30～（振興センター・小研修室）
中区朝倉 19：00～（振興センター・大研修室）
第 36 回ふれあい東城まつり 庄原市立東城小学校
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）
子ども神楽塾 19：00～（振興センター・大研修室）
プラチナハート 9：00～（振興センター・大研修室）
第 6 回東城町自治振興区親睦グラウンドゴルフ大会 9：00～
庄原市東城中央運動公園 陸上競技場
22（月） 3Ｂ体操 19：30～（振興センター・大研修室）
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） 神龍湖殉難事故追悼式 9：00 粟田小学校
11/ 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
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 9：00～
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

