～神々の棲む里～
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デイホーム事業

デイホーム事業は、南区デイホームなごみ、中区デイホームあさくら、西区デイホ
ーム再彩会、北区デイホーム北桜会の 4 地区で実施しており、引きこもりの防止など
による介護予防や健康づくりはもちろんですが、仲間と交流を深め、ふれあいの輪が
広がる生きがいづくりの場となっています。
今年度の各デイホーム活動も残りわずかとなりました。
一年間、様々な健康づくりメニューを楽しく和気あいあい
と進めることができました。ボランティアの方々が作って
くださるお昼ご飯も美味しかったです♪

開催回数

デイホームなごみ
デイホームあさくら
デイホーム再彩会
デイホーム北桜会

年間 11 回(4 月～3 月)
年間 8 回(5 月～2 月)
年間 12 回(4 月～3 月)
年間 8 回(6 月～3 月)

開催場所

南区 ひなの宿
自治振興センター
西区 竹森集会所
北区 北区集会所

参加人数

93 人(見込)
112 人
203 人（見込）
97 人(見込)

デイホームでは半期に一度、健康測定のデー
タなどを基に健康指導を行っていますが、新年
度からは新たにこぶしの里クリニックの医師、
看護師にお世話になることとなりました。
ぜひ、この機会を逃さずに参加し、健康寿命
を延ばしましょう！
平野先生から

医療法人社団 光仁会
こぶしの里クリニック
平野博司 院長

田森地域の皆様 こぶしの里クリニック
院長の平野博司です。来年度から４つの自治
振興区で皆様の健康相談などをさせていた
だくことになりました。皆さんと近い距離で
話をしていきながら、喜びは倍に、苦しいこ
とは半分になるように目標に向うお手伝い
ができればと思います。まずは３月１１日、
竹森地区の方たちとお会いすることになっ
ていますのでご遠慮なくお話しください。田
森地区の皆様にお会いできることを楽しみ
にしています。

地域マネージャー

三上由子

生涯学習事業【地域力醸成事業】

～大人自身が『自分のからだの声を聴く力』を持つこと～

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、「子
どものからだと向き合うために」と題し
て地域で活躍されている名越浪江先生
を講師に迎えて交流会を行います。
仕事や家事、子育てで忙しい毎日を過
ごしている保護者の皆さんに親自身が
自分のからだをいたわりながら、笑顔で
子どもに接し、楽しく子育てができるよ
う話を伺いながら、みんなで考えていき
たいと思います。
保育所や小学校の保護者をはじめ、地
域の皆さんどなたでもご参加いただけ
ます。
皆さんのご参加をお待ちしています。

日時 平成 31 年 3 月 14 日（木）午後 7 時
場所 田森自治振興センター 和室
内容 「子どものからだと向き合うために」
講師 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、田森自治振興センター
（℡／Fax 2-0661）へご連絡ください。

定住促進事業

＜田森で暮らそう You Tube 検索・視聴方法＞
インターネットの検索欄に、「田森自治振興区 You
Tube」又は「田森で暮らそう You Tube」と入力し、
検索をかけるとご覧いただくことができます。

田森自治振興区では、一人でも
多くの方に田森の魅力を伝え、住
んでいただきたいとの思いから、
田森地域の魅力満載の動画第 2 弾
が完成し、You Tube にアップしま
した。
ぜひご覧いただき、家族や親
戚、友人など多くの方に「神々の
棲む里田森」You Tube 動画を紹介
していただきいただきたいと思
います。

地域マネージャー

三上由子

粟田小学校

昭和 9 年 3 月 24 日、粟田尋常高等小学
校の尋常科 6 年生と高等科 2 年生あわせ
て 42 人の児童が訓導（教師）2 人に引率
され、卒業記念の修学旅行で訪れた神龍
湖で遊覧船が転覆し、乗っていた児童 12
人と訓導 2 人が帰らぬ人となりました。
平成 31 年 3 月 24 日で神龍湖遭難 85 周
年を迎えるにあたり、昨年 10 月 31 日に
は殉難者追悼式を行い、児童や遺族のほ
か地域関係者で殉難者のご冥福を祈りま
した。
粟田小学校では、3 月 7 日（木）卒業する 5 人の 6 年生が、帝釈
峡神龍湖を訪れ、慰霊碑に卒業を報告し、献花します。
あらためて犠牲者のご冥福をお祈りするとともに、悲惨な史実を
語り継いでいくことが大切です。

粟田小学校

卒業証書授与式のご案内

日時 平成 31 年 3 月 22 日（金）

午前 10 時
場所

粟田小学校

体育館

地域と伴にある学校を目指し、皆様方に力強い
ご支援をいただきありがとうございました。
ぜひ卒業式にご出席いただき、一緒に祝ってい
ただきたいと思います。

田森保育所では 5 人の園児が卒園
し、4 月から小学校へ入学します。
お友達をたくさんつくって、楽し
く元気に通ってください。
また、粟田小学校は、5 人の児童
が卒業します。6 年間の粟田小学校
で学んだこと全てが大切な宝物で
す。この宝物を胸に、新しく始まる
中学校生活でも大いに励んでいく
ことを応援しています。

粟田小学校支援 PR

庄原市役所

庄原市の初期工事費
負担期限は

平成 31 年 9 月 30 日
申請分までです。

庄原市では、市内全域で光ファイバ
ーケーブルの整備を進めています。住
民告知端末をまだ設置されていない方
は、早目に手続きをされるようお勧め
します。
この光ケーブルにより、これまでの
オフトーク通信に代わって告知放送を
行うとともに超高速インターネットの
利用が可能になるなど、暮らしの情報
環境が格段に向上します。

また、市内無料電話サービスは、住民告知端末に接続した電
話機同士なら無料で通話ができます。（※相手が市内無料電話
サービスに加入していない場合は、お繋ぎできません。）市内
全域で工事が完了するまでは、初期費用（22,800 円税別）を市
が負担するため、無料となっています。
詳しいことは、東城支所総務室にお尋ねください。

これからの行事予定・施設利用等
3/ 5（火） 行政文書発送
5（火） デイホームなごみ （南区 ひなの宿）
5（火） 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～（田森自治振興センター）
7（木） 粟田小学校 6 年生 神龍湖慰霊碑卒業報告 10：10～（神龍湖）
8（金） 東城高校卒業コンサート 会場準備 18：00～（振興センター・大研修室・和室）
9（土） 東城高校卒業コンサート 8：30～（振興センター・大研修室・和室）
9（土） 子ども神楽塾 19：00～（振興センター・大研修室）
10（日） JA 女性部 9：30～（振興センター・小研修室）
11（月） デイホーム再彩会 （竹森集会所）
14（木） デイホーム北桜会 （北区集会所）
14（木） 子育て交流会 19：00～（振興センター・和室）
22（金） 粟田小学校 卒業証書授与式 10：00～ （粟田小学校・体育館）
22（金） 粟田小学校修了式、退任、離任式 （粟田小学校・体育館）
23（土） 田森保育所 卒園式・終了式 10：00～ （田森保育所）
25（月） 粟田小学校 PTA 送別会 （振興センター・和室）
26（火）～4/5（金） 小学校春休み
27（水） 生花教室 19：30～ （振興センター・小研修室）
30（土） 子ども神楽塾 19：00～（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」 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

