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生涯学習事業【地域力醸成事業】

日時
場所
内容
講師

平成 31 年 3 月 14 日（木）午後 7 時
田森自治振興センター 和室
「子どものからだと向き合うために」
名越 浪江先生
（健康運動指導士、笑いヨガティーチャーなど）

※参加を希望される方は、3 月 8 日（金）までに田
森自治振興センター（℡／Fax 2-0661）へご連絡
ください。

子ども達はあっという間に大きくなって
いきます。何気なく暮らしているうちに、
心も身体も成長し、急に戸惑いを覚えたと
いう記憶はありませんか。私たちは親とし
て、大人としてどのように子どもたちに接
していけばいいのでしょうか。
田森自治振興区では、次世代を担う子ど
もたちに確かな未来を約束しようと、子ど
もや保護者・地域との交流を通じてコミュ
ニケーション能力を高めるなど、子育て支
援の環境づくりに取り組んでいます。

第 2 回目となる子育て交流会は、地域で活躍されている名越浪江先
生を講師に迎え、
「子どものからだと向き合うために」と題して親はど
のように子どもたちに接し、関わっていくことが大切なのかという視
点でお話を伺いながら、みんなで考えていきたいと思います。
この機会にぜひご参加ください。

－平成 31 年度へ向けて－
田森自治振興では総務部・生涯学
習部・環境福祉部・体育部・女性部・
高齢者の専門部が活動しています。
平成 30 年度も終わりに近づいてき
ました。各専門部ではそれぞれ部会
を開催し、今年度の事業の経過報告
により課題などを整理 するととも
に、平成 31 年度に向けて事業計画の
作成を進めています。
各専門部の役員は、田森地域を元
気にしたい、一人でも多くの方に田
森地域へ住んでいただきたい、とい
う思いで活動しています。

総務部

～安心・安全子ども達の活動拠点～

粟田放課後子ども教室
は、６年生までの全学年の
児童を対象に、放課後や夏
休みなどで、地域の協力を
得て勉強やスポーツ・文化
活動などを行う活動拠点と
して設置されたもので、
「子
ども達の居場所」です。
平成 31 年度の入会を希望
される方は、田森自治振興
区又は子ども教室までお申
し込みください。

【対
象】 庄原市立粟田小学校に在籍する児童（1 年～6 年生）
【開設場所】 庄原市立粟田小学校 敷地内
【開設期間】 平成 31 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日
【開設日及び開設時間】
①月曜日～金曜日……………下校時～18：00
②振替日………………………7：30～18：00
③臨時休校……………………随時
※気象状況等で臨時休校の場合は、田森自治振興セ
ンターで開設することもあります。
④長期休業日（夏休み等）…7：30～18：00
★新年度の申請手続き 平成 31 年 2 月 15 日～2 月 28 日

～子ども達を育む環境づくり～

総務部

【対

象】庄原市立粟田小学校に在籍する 4 年生
以上の児童
【開設場所】田森自治振興センター
【開設期間】平成 31 年 4 月 11 日～平成 32 年 3 月 31 日
【開設日時】①毎週木曜日……15：30～17：30
②長期休業日（夏休みを中心に 10 日程度）
……9：00～11：00
【利用者負担金】①保護者負担金：毎月 1,000 円
②保険料（スポーツ安全保険）
：児童１人あたり年額 800 円
③テキスト代は別途負担
★新年度の申請手続き 平成 31 年 2 月 15 日～2 月 28 日

地域未来塾は、粟田小
学校に通う 4 年生以上の
児童を対象に、子ども達
の学習習慣の確立と基礎
学力の定着を図ること、
地域の活性化と地域を担
う人材の育成を図ること
を目的に開設していま
す。
平成 31 年度の入会を希
望される方は、田森自治
振興区までお申し込みく
ださい。

体育部・体協田森支部

〇と

き

平成 31 年 3 月 3 日（日）少雨決行

午前 8 時 30 分～受 付 午前 9 時 開会式
（中止の場合は午前７時のページング放送でお知らせします。）
〇開催場所
庄原市東城中央運動公園陸上競技場
〇競技内容 １グループ６人（自由に編成）でラウンドし、
個人の成績を競います。
〇競技方法 16 ホールをＩＮ・ＯＵＴ（全 32 ホール）で
１ラウンドする。
※事前の申し込みは必要ありません。
※お誘い合わせのうえ現地集合してください。
※天候その他の都合により内容等変更する場合があります。

庄原市役所 生活福祉部
東城支所 市民生活室

田森地区グラウンドゴル
フ大会が近づいてきまし
た。
初心者や初めての方も大
歓迎です。みんなでグラウ
ンドゴルフを楽しみ、交流
しましょう♪
なお、この大会は、東城
体協が毎年 5 月に開催して
いるチャレンジスポーツ大
会の予選を兼ねています。
大勢の皆様のご参加をお
待ちしています。

自分で選んで買う楽しみ
～移動スーパーで笑顔と元気のまちづくり事業～

庄原市は、国の地方創生推進交付金を
活用して、サロンやデイホーム等の会場
を訪問し、高齢者等に買い物の機会を提
供する移動販売車の運行事業を始めま
した。
2 月 18 日（月）朝東城支所で行われ
た出発式のあと内堀地区で最初の販売
です。そして午後からは、粟田東区で移
動販売があり、心待ちにしていた高齢者
は、食料品や生鮮品、日用雑貨などを購
入、
「一人暮らしなのでなかなか町に買
い物に行かれないからとても助かりま
す。」などと喜びの声をあげておられま
した。
デイホームばかりでなく、何人か人が
集まる場所でも販売が可能です。グルー
プ等で計画があればお知らせください。

【お問い合わせ先】
東城支所 市民生活室

℡：2-5131

庄原市（東城支所）

あなたの「献血」が
患者さんの“いのち”を救います。
と

き

平成 31 年 3 月 15 日（金）

10 時～11 時 30 分
12 時 30 分～15 時
ところ 東城支所 １階ホール

3 月は建物火災が最も多く
発生する月です。春は風が強い
日も多くなります。
火災による被害を減らすた
めには、一人ひとりが普段の生
活の中で、防火に対する意識を
高め、火災予防の対策を行うこ
とが何よりも大切です。
この機会に防火意識を高め
ましょう。

実施期間：平成 31 年 3 月 1 日（金）～3 月 7 日（木）

これからの行事予定・施設利用等
2/ 20（水）
20（水）
21（木）
21（木）
26（火）
26（火）
27（水）
3/ 3（日）
4（月）
5（火）
5（火）
7（木）
11（月）
14（木）
14（木）

行政文書発送
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）
女性部会議 19：00～（振興センター・和室）
粟田小学校評価委員会・スピーチ大会 13：30～（粟田小学校 つながルーム）
生涯学習部会議 19：00～（振興センター・和室）
デイホーム連絡会議 13：30～（振興センター・和室）
田森地区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）
ＪＡ女性部 監査 9：30～（振興センター・和室）
デイホームなごみ （南区 ひなの宿）
粟田放課後子ども教室 大学生ボランティアワクワク学び隊（広大／メイプルみっつ）
16：00～（粟田放課後子ども教室）
粟田小学校 6 年生 神龍湖慰霊碑卒業報告 10：10～（神龍湖）
デイホーム再彩会 （竹森集会所）
デイホーム北桜会 （北区集会所）
子育て交流会 19：00～（振興センター・和室）

◎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」 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

