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田森保育所・粟田小学校連携事業実行委員会

第 6 回となる田森保育所・粟田
小学校連携事業、子ども達と保護
者、地域の方々が交流することで
相互の理解と信頼の絆を深めよ
うと毎年行ってきました。今年
は、「紙飛行機飛ばし大会とニュ
ースポーツ」にチャレンジしま
す。
ニュースポーツでは、『ビーン
ボウリング』と『手作りボウリン
グ』とでボウリングの腕前を競い
ます。
『紙飛行機飛ばし大会』では、
自分が作った紙飛行機を飛ばし
て、飛んだ距離を競います。よく
飛ぶ紙飛行機をつくるには、どん
な紙でどんな折り方が良いのか、
知恵と工夫が求められます。親子
だけでなく地域の方も大歓迎で
す。みんなでチャレンジしましょ
う。

・日 時

平成 31 年 1 月 19 日(土)

午前９時～午前 11 時 30 分
・場 所 田森自治振興センター 大研修室
・内 容 ＜8：45～ 9：00 受付＞
9：00～開 会
9：10～9：50『 紙飛行機作り・紙飛行機飛ばし』大会
9：50～10：05 休憩（おやつタイム）
10：05～11：20『ビーンボウリング』
『手作りボウリング』大会
11：20～閉会、掃除
・持ってくるもの 紙飛行機を折るための用紙
屋内用シューズ、水分補給の飲み物
※参加費は無料です。参加を希望される方は、1 月 7 日(月)
までに 田森自治振興センター（℡／fax 2-0661）へご連
絡ください。
※寒い時期ですので、暖かい服装でお越しください。

新しい年の初めにあたり、地域の方や
子供達、保護者が楽しく交流し、地域の
輪が広がりますよう大勢のご参加をお
待ちしております。

高齢者部

開場 午後 12 時 30 分
開演 午後 1 時
場 所：田森自治振興センター 大研修室
出演者：・東城高等学校 書道ガールズ
「書道パフォーマンス」
・東城高等学校 吹奏楽部
「演奏会」
・常井あゆみ
「歌謡ショー」
☆入場無料
☆詳しい内容は、1 月 4 日発行の振興区だよりで
ご案内します。

高齢者部の恒例行事となりまし
た、ふれあい演芸会を開催します。
平成 31 年のスタートをみんなで
楽しく過ごしましょう。ご近所誘い
合わせてお越しください。

田森保育所・粟田小学校・地域の皆さん

12 月 5 日（水）
、学校支援事業
と地域交流事業で取り組んでいる
しめ縄つくり教室を自治振興セン
ターで行いました。
参加した保育所と小学校の園児
児童は、森林の匠塾木工工作部と
高齢者部の皆さんを講師に迎え、
伝統的なしめ縄のつくり方を教わ
り、日本の文化を学びました。し
め縄つくりを通じて、技の伝承と
交流が深まった一日でした。

生涯学習部・高齢者部

神楽まつり実行委員会

そして比婆荒神神楽社による八重垣
の能です。迫力ある大蛇退治の舞で締め
くくりました。
地域の皆様をはじめ、比婆荒神神楽後
援会の皆様、振興区役員の皆様、バザー
スタッフの皆様には、前日からの準備を
はじめ運営、片づけなどで大変お世話に
なりました。
誠にありがとうございました。

第 8 回タモリミュージックコンサ
ートが 12 月 16 日（日）に開かれまし
た。実行委員会のメンバーは、前々日
から会場準備やリハーサルを重ね、本
番を迎えることができました。寒い一
日で、午後からはあいにくの雨模様と
なりましたが、会場内は熱気にあふ
れ、地域内外から来場したみなさん
は、出演者と共にステージを盛り上
げ、演奏を楽しんでいました。
音楽の輪を広げようと田森地域の
若者が中心となって始めたこのコン
サートですが、広くみなさんに田森地
域を知ってもらうとともに、若い人達
が活躍することでさらに田森が盛り
上がることを期待しています。

12 月 9 日（日）
、第 5 回神楽まつりが
開催されました。あいにくの空模様で
したが、地域内外から多くの参加者が
あり、神々を迎えての雅やかな舞で幕
を開けました。
田森保育所園児によるちびっこ神
楽は、普段から神楽に親しんでおり、
福祉施設の訪問など舞台経験は十分
です。堂々とした舞で会場を盛り上げ
ていました。
子ども神楽塾や女組の皆さんは、日
頃の練習の成果を発表し、観衆から大
きな喝采を浴びました。
また、招待出演の口和中学校神楽同
好会による伊吹山の舞は見事で、日頃
の鍛錬の賜物と会場から声が上がっ
ていました。

生涯学習部
タモリミュージックコンサート実行委員会

～もう一度わが家の防犯対策をチェックしてみましょう。～
年末年始は何かと忙しく、
外出する機会も増えること
から、つい防犯意識が薄れ
がちになります。犯罪を防
ぎ、被害に遭わないよう空
き巣狙いや不審者には十分
注意しましょう。

年末年始に気をつけたい防犯対策は？
対策１．確実な戸締りと施錠
・家の裏側の浴室などの小窓まで、戸締り・施錠を徹底する
・数分の外出でも施錠する
対策２．家の周りを侵入されにくい環境を整える
・庭先の侵入の足場になるようなものは整理整頓する
・植木の剪定を行うなど、見通しをよくしておく
対策３．長期不在の時は留守を悟られないようにする
・新聞や郵便をとめる
・自動点灯する照明をつける

これからの行事予定・施設利用等
12/20（木)
行政文書発送
22（土） 子ども神楽塾 19：00～（振興センター・大研修室）
22（土）～1 月 6 日（日）粟田小学校 冬休み
25（火）、26（水）地域未来塾 9：00～11：00（振興センター・小研修室）
26（水） 粟田水利組合 19：30～（振興センター・和室）
27（木） プラチナハート 10：00～（振興センター・大研修室）
29（土）～1／6（日）粟田放課後子ども教室 閉所
28（金）、29（土）消防団年末警戒 18：00～（振興センター・和室、調理室）
1/ 4（金） 行政文書発送
8（火） デイホームなごみ （南区 ひなの宿）
10（木） デイホーム北桜会 （北区集会所）
10（木） 保小連携事業実行委員会 19：00～ （振興センター・和室）
17（木） デイホームあさくら （振興センター）
19（土） 保育所・小学校連携事業 地域交流会 （田森自治振興センター）
21（月） デイホーム再彩会 （竹森集会所）
24（木） JA 庄原地区懇談会 13：30～（振興センター・大研修室）
27（日） 新春ふれあい演芸会 13：00～（振興センター・大研修室）

※

田森子ども安全見守り隊は３学期の１月 7 日月曜日から活動再開です。
◎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

平成 30 年も残すところ数日となりました。
この一年、田森自治振興区活動に格別のご支援をご協力いただき、
大変ありがとうございました。紙面をお借りして厚くお礼申し上げます。
くれぐれもお身体に気を付けていただき、皆様もどうぞ良いお年をお迎
えください。
田森自治振興区 職員一同

田森自治振興センター休館日のお知らせ
平成 30 年 12 月 29 日（土）～平成 31 年 1 月 6 日（日）

