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の里

No.

平成29年11月30日現在
（ ）内は先月比
男… … …455人(ー1）
女… … …503人(ー1）
計… … …958人(ー2）
世帯数… 393戸(±０）
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・新庄村のホームページ http://www.vill.shinjo.okayama.jp/

周年記念大会
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みんな主役のむらおこし
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オペレッタ「おむすびころりん」では、歌や踊
りを元気に披露してくれました。(関連記事12面)

寒い日が続き︑暖房器具等
火を使う機会が増えてきまし
た︒ 月 日から 月 日の
期間で消防団員による夜間巡
回パトロールを実施し︑不審
火を発生させない運動も行っ
ています︒火の後始末は各自
の責任でしっかりと行い︑火
災予防へのご協力をお願い致
します︒
︵総務企画課 千葉︶

産業振興︑鳥獣害対策に関す
ることなど今後の村づくりに
ついて活発な意見交換が行わ
れています︒
役場では地区意見交換会を
通年で受け付けています︒未
開催地区で希望がありました
らお気軽にお申し出くださ
い︒
︵総務企画課 辻︶

ウスイロヒョウモンモドキ

創作童話大賞 表彰式

■大賞
﹃はばたけ
でっかい夢のつばさ﹄
︵大月 ちとせ︶
■優秀賞
﹃ふわりの魔法﹄
︵加藤 結花︶
﹃約束﹄ ︵早川 浩美︶
■特別賞
﹃ちいさな村の
おともだち﹄
︵小野 史︶
入賞作品は︑製本して新庄
村公民館に置いてありますの
でご覧ください︒
応募いただいた作品は︑ど
れも新庄村の自然やそこに生
きる人︑ウスイロヒョウモン
モドキなどの表現が興味深く︑
読み応えがありました︒これ
ら全作品を製本後︑公民館内
図書室等に置きますので︑ぜ
ひご覧ください︒
来年も︑ウスイロヒョウモ
ンモドキが活き活きと飛び続
けられる作品を募集していき
11

ますので︑よろしくお願いし
ます︒

︵総務企画課 辻︶

安全運転サポート車
体験会開催

月４日︵月︶︑ふれあい
センター駐車場にて安全運転
サポート車体験会を行いまし
た︒株式会社岡山ダイハツ販
売の方々を迎え︑新型車種の
紹介の後︑希望者は安全運転
サポートカーの試乗と自動ブ
レーキ機能の体験をしました︒
今時の新型車に触れること
ができ︑また交通安全意識を
高める貴重な機会となりまし
た︒

︵総務企画課 小畑︶

12

17
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地区意見交換会を
行っています

19

15
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火災予防にご協力を
お願い致します
新庄村消防団では秋の火災
予防運動期間に先駆けて 月
５日︵日︶に防火デーを実施
しました︒
当日は︑真庭消防署美新分
署・真庭警察署新庄駐在所・
新庄村消防団の合同で防火を
呼びかけるパレード及び村内
事業所の防火査察を行いまし
た︒また︑消防団各部におい
ては消火栓の点検︑消防水利
の点検︑防火水槽の清掃︑村
内各戸及び事業所に防火ビラ
を配布し︑村内全域に防火を
呼びかけました︒
11

10

今年も︑ 月 日の上町地
区を皮切りに意見交換会が始
まりました︒現在︑ 地区か
ら開催希望を受けておりま
す︒
村の活性化に関することや

平成 年 月 日 日(︶に
公民館で開催されたふるさと
文化祭の中で︑表彰式を行い
ました︒
今年が２回目の募集となっ
た創作童話には︑村内から６
作品︑村外から 作品が寄せ
られました︒昨年に引き続き
選考を作家の神崎博彦先生
津(山市在住 に)依頼し︑大賞
１作品︑優秀賞２作品を選考
していただきました︒また︑
今年から始めた絵本大賞の募
集にあたり︑夏休みに制作の
指導をしていただいた絵本作
家の加藤祐子さん 川(崎市在
住 に)︑特別賞︵絵本にした
くなるで賞︶を１作品選んで
いただきました︒
29

30

11
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ツ橋地区と村中心部を結ぶ重
要な生活路線で︑ 月より運
行を開始した村内巡回バス
﹁しんじょうくん﹂の運行
ルートでもあります︒また︑
毛無山や森林セラピーなどの
自然資源を活用した観光振興
にも大きな役割を担っている
道路です︒
今後も予算確保に向け継続的
に要望活動を行って行きます︒

メルヘンの里
愛ガモ稲作の会総会

月 日︵土︶〜 日
︵日︶の２日間︑岡山市津島
の総合グランドにおいて︑今
年で第３回となる﹁おかやま
マラソンＥＸＰＯ２０１７﹂
が開催され︑岡山県米消費拡
大推進協議会︵事務局：岡山
県農林部農政企画課対外戦略
推進室︶と合同でひめのもち
のＰＲを行いました︒
近年のマラソン人気が高ま
る中︑お餅は走り続けるため
のチカラとして﹁カーボ・
ローディング﹂という栄養摂
取方法で人気となっています︒
会場には２日間にわたって
県内外から多くの選手や応援

おかやまマラソン
ＥＸＰＯ２０１７

11

29

28

22

11

の方々が来られ︑用意した餅
は連日完売となり︑スポーツ

イベントでの﹁マラソン ひ
×
めのもち﹂の浸透をを実感し
ました︒
カ
※ーボ・ローディング
マラソンやトレイルランニ
ング等長距離を走る持久力を
要するスポーツで選手のパ
フォーマンスを高める手段と
して持久力を維持するために
エネルギー源である﹁糖質﹂
を効果的に摂取する食事法で
す︒今年度より︑天満屋陸上
部︑美作大学︑︵株︶メルヘ
ン・プラザとの事業連携によ
り﹁ヒメノモチ競争力強化事
業﹂として取組を始めていま
す︒

︵産業建設課 竹本︶

もこもこと仕掛け絵本や紅葉山

茄子もらう窮屈そうな音を詰め

一日の許せぬ速さ暮の秋

峠下

三鴨

渡邉

樋口

巌

浩子

算人

正直

︵新庄村俳句教室より︶

12

秋の沼浮かぶ葉もあり沈む葉も

今月の俳句

11

新庄村福祉施設
検討委員会

17

11

︵産業建設課 島田︶

月６日︵月︶︑第 回メ
ルヘンの里愛ガモ稲作の会総
会が開催されました︒
総会では︑平成 年度事業
報告及び決算・監査報告︑平
成 年度事業計画・予算案な
どが慎重に審議されました︒
今年度の計画として︑ＪＡ
Ｓ生産方針に基づいた安心︑
安全︑美味しいお米︒また︑
牛糞堆肥を十分活用したコシ
ヒカリの生産に努力し︑﹁旭
川源流愛ガモ米﹂を一層推進︒
これから安定生産のために会
員を増やし︑栽培面積の拡大
に努めることを決議し︑閉会
しました︒
なお︑今後とも自然環境に
優しい農業の実践にご理解ご
協力いただきますよう︑よろ
しくお願いします︒
︵産業建設課 竹本︶
岡山県土木部長へ

自民党二階幹事長へ

新庄村では村内で生活を送
られている高齢者の方が安心
して住み続けることのできる
よう村内の施設やサービスに
ついて会議を開催し検討して
きました︒今回村内の各団体
代表者に集まっていただき︑
これまで検討を行ってきた内
容について報告をし︑協議を
行いました︒介護保険料を増
やすことなく︑介護度が重く
なった方も村外に出ずに住み
続けれるような施設やサービ
スについて今後も検討を重ね
ていきたいと考えています︒
︵住民福祉課 藤井︶

11

村道田浪線改良の整備
促進に係る要望活動

10

村と村議会が合同で県・国
に対し︑村道田浪線の早期完
成に向けた道路整備に十分な
予算を確保して頂くよう︑
月 日に村長と議長が岡山県
へ︑また 月 日には村長︑
議長他４名の議員が国土交通
省︑財務省及び国会議員へ要
望書を手渡しました︒
村道田浪線は田浪地区︑二
24
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いただきました︒
府中市は平成 年から小中
一貫教育は﹁義務教育をさら
に充実﹂させる最も有効な教
育手法の一つであると信念を
貫き推進しており︑このこと
により︑学力の向上や不登校
の解消など成果があったよう
です︒また︑これまでの実践
の積み重ねから明らかになっ
た課題についても具体的に説
明いただき︑小中一貫教育を
進めていく新庄村にとって︑
とても参考になる視察を行う
ことが出来ました︒
これからも心豊かでたくま
しい子どもたちを育てる環境
づくりに皆様のご協力をよろ
しくお願いします︒
︵教育委員会 山田︶

新庄村社会福祉協議会
創立 周年記念大会
25

去る︑ 月 日ふれあいセ
ンターで新庄村社会福祉協議
会創立 周年記念大会を開催
しました︒
式典においては︑新庄村中
村副村長様を始め︑議会の皆
様︑行政関係者のご臨席の下︑
多数の村民の皆様にもご参加
頂きました︒
第一部記念式典では︑会長
を務める等︑これまで法人運
営に大変ご尽力を賜りました︑
故池田仁士様と笹野寛様に感
謝状と記念品を贈呈しました︒

をお招きし︑﹁笑いは百薬の
また︑長年在宅福祉事業に
長〜副作用なしのユーモアセ
御協力頂いている︑ボラン
ティアグループ お｢ばこの会 ｣ ラピー︵お笑い療法︶﹂と題
と﹁味菜の会﹂へ感謝状と記
して︑ご講演を頂きました︒
念品を贈呈しました︒
笑いは︑心も体も健康にな
り︑相手を笑顔にし︑お互い
楽しい気持ちにさせる効果が
生まれる作用があります︒手
鏡や割り箸を使い笑顔の作り
方も教えて頂きました︒中で
も﹁ウイスキー﹂と言う言葉
は︑笑顔を作るには最適との
お話でした︒会場とのやりと
りもあり︑時には︑爆笑もあ
り︑笑顔の絶えないとても楽
しい内容でした︒
︵社会福祉協議会 柴田︶

この大会に合わせて︑これ
まで 年以上奉職に就いた左
記の職員に永年勤続表彰が授
与されました︒
勤続 年 柴田 泰伸
勤続 年 大沢百合子
勤続 年 岩佐 史子
勤続 年 坂本 晴香
受賞された皆さんおめでと
うございました︒
式典後の第２部記念講演で
は︑名古屋より米津さち子氏
20

11

25

26

むらおこし特産品
コンテスト受賞
全国商工会連合会が主催す
る﹁むらおこし特産品コンテ
スト﹂にて︑株式会社ＢＭＤ
が製造する﹁新庄村生まれひ
のき精油 葉﹂が全国商工会
連合会会長賞を受賞しました︒
また︑ 月５日には新庄村
役場を訪問し︑新庄村長に受
賞の報告をされました︒
︵産業建設課 林務係︶

広島県府中市の
小中一貫教育を視察
29

21 22 22 25

12

月 日︵水︶︑広島県府
中市教育委員会を訪問し︑市
が進めている教育施策である
小中一貫教育について説明を
11
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ふるさと文化祭・生涯学習推進大会

月 日︵日︶︑中央公民
館において︑恒例の﹃ふるさ
と文化祭・生涯学習推進大
会﹄を開催しました︒
午後からの文化芸能発表で
午前中は︑真庭市蒜山郷土
は︑昨年を上回る 団体が出
博物館 館長 前原茂雄氏を講
演し︑新庄太鼓︑コーラス︑
師に招き︑ 新｢ 庄周辺の木地
舞踊︑三味線︑人形劇︑バン
師 郷
―原漆器を支えた人々 ―｣ ド︑銭太鼓︑劇など各団体が
と題して講演会を行いました︒ 日 頃 の 成 果 を 披 露 し ま し た ︒
新庄村で活動していた木地
中でも田植え踊りでは７歳か
師の人物名や活動拠点などに
ら 歳まで約 名が一同に出
ついての話から郷原漆器の特
演され︑まさに生涯学習と言
徴についてなど︑先生自らが
える芸能発表でした︒
調べられた資料をもとに熱心
また︑館内には郷土料理研
に説明されました︒ また︑か
究会︑みふねやによる出店
つての歴史や証言が消滅の危機
コーナーや保育園児から小・
にあることから消えゆく生活の
中学生︑村民の皆さんから寄
あり方を文字で残す必要がある
せられた作品展示コーナーも
とお話いただきました︒
あり︑多くの方にご来館いた
だきました︒
︵教育委員会 山田︶
11
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︽戸籍の動き︾
平成 年 月受付分
お悔やみ申し上げます

者

0

0人

0

3人

重

傷

0

0人

0

7人

軽

傷

0

6人

6

99人

（総務企画課 小畑）

月の納税

保

税︵７期︶

期

工

固 定 資 産 税︵３期︶
国

介 護 保 険 料︵７期︶

後期高齢者保険料︵６期︶

㈱

320万円(346万円)

平成30年2月28日

組

死亡届

死

月 日︵月︶

平成30年2月28日

本

＊平成 年 月 日

85件

納期限

︵住民福祉課︶

580万円(626万円)

森

金政 久子︵満 歳︶

4

落札価格（契約金額）

名

者

＊平成 年 月 日

6件

年 金 相 談

15 12 15 12

池田 仁士︵満 歳︶

0

12

１月の年金相談日をお知ら
せします︒
日時
月 日︵木︶ 時〜 時
時〜 時
月 日︵木︶ 時〜 時
時〜 時
場所 真庭市役所久世本庁舎

13 10 13 10

83

故

11

11

20
97

21
数
事

25

相談内容を把握するため︑
※
前日までに必ず予約をお願い
します︒
予約先
津山事務所 お客様相談室
℡０８６８ - ２-３６５
年金番号がわかるものと︑
本人確認ができる免許証︑保
険証などを持参してください︒
また︑代理の場合は委任状が
必要です︒

１

29

11

11

件

﹁戸籍の動き﹂への掲載希望
について︑遠慮なく住民福祉
課までご連絡ください︒

10月期 本年の累計 10月期 本年の累計

お元気ですか？

と共に煮て︑人間も一緒にい
ただくのがお雑煮です︒
おせち料理は︑主婦も正月
三が日くらいは︑食事作りの
心配をしなく
ても良いよう
に暮れから準
備しておく料
理です︒
○１月７日
﹁七草がゆ﹂
春の七草を食べると１年間
の邪気を除き︑万病を防ぐと
いわれ︑奈良時代から行われ
ていました︒お正月でごちそ
うを食べた後の胃を休ませる
ことと緑の
野菜が不足
しがちであ
ることから
考えられた
昔の人の知
恵です︒
﹁鏡開き﹂
○１月 日
神に供えた鏡餅を割って︑
しるこや雑煮に入れて食べま
す︒正月に切る・割るの言葉
を嫌ったため開くと言います︒
○１月 日
﹁とんど﹂

︵住民福祉課 大塚︶

あずきが︑悪鬼さけや疫病
を払うとされていることから︑
あずき汁で餅を食べたり︑あ
ずき粥を食べて祝います︒

㈱ 三 木 工 務 店

平成29年11月27日 新庄村ふれあいセンター
診 察 室 改 修 工 事
平成29年11月27日 新 庄 村 空 き 家 改 修 工 事
（ 旭 町 本 田 邸 ）
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﹃冬の行事食﹄
○ 月 日
﹁冬至﹂
かぼちゃなど色の濃い野菜
を食べ︑風邪を予防します︒
﹁ん﹂がつく食べ物を食べる
と運があがるといわれ︑かぼ
ちゃは﹁なんきん﹂とも呼ば
れることから縁起がよいとさ
れています︒また︑寿命が長
く病気に強い柚子の木にな
らって︑冬至にはゆず湯に浸
かって無病息災を祈ります︒
﹁年越しそば﹂
○ 月 日
そばが長くのびることから︑
家運や長寿が長いことに通じ
ると考えられていたからです︒
また︑そばが五臓の汚れを取
るということで︑無病息災を
祈ると言い伝えられました︒
○１月１日
﹁お雑煮﹂
・
﹁おせち﹂
お餅は︑昔
から日本人に
とってお祝い
事や特別な日
に食べる﹁ハレ﹂の食べ物で
した︒新年を迎えるにあたり︑
餅をつき︑他の産物を一緒に
神様に供えました︒そのお供
えをおさがりにいただき︑餅

10月期の交通事故・違反者発生状況
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75

︵新庄保育所︶

○開催場所
天満屋岡山本店 ６Ｆ
みどりの広場
○販売時間
午前 時〜午後５時まで
︵産業建設課 竹本︶

30

保育所入園のご案内

平成 年度新庄村保育所の
入所を受け付けます︒
〇入所対象年齢
満１歳の誕生日の翌日から
〇保育時間
・通常保育︵保育標準時間︶
午前８時〜午後６時
︵保育短時間︶
・午前８時〜午後４時
〇休園日
日曜︑祝日︑年末年始
〇保育料
無料︵申請により︶
︻申し込み︼
〇受付期間
１月 日まで
〇申し込み方法
保育所及び役場住民福祉課
までご連絡ください︒詳し
くは入所説明会で説明いた
します︒
31

登録除雪作業者の
募集について

30 28

新

新庄村では︑高齢者世帯等
の冬期間における除雪作業を
していただける登録作業者を
募集します︒
募集対象者は次の通りです︒
・新庄村に在住の方
・普通自動車運転免許証を
持っている方
・日中に作業が出来る方
・概ね 歳までの健康な方
その他︑詳しい内容及び登
録申込みについては︑役場住
民福祉課までお問い合わせく
ださい︒
︵住民福祉課 藤井︶

12

歳末ひめのもち
キャンペーン

ひめのもちの更なる普及啓
発及び消費拡大を図るため︑
恒例となっております﹁歳末
ひめのもちキャンペーン﹂を
次のとおり開催いたしますの
で︑皆様のご協力をよろしく
お願いします︒
○開催日時
平成 年 月 日︵木︶
〜 日︵土︶
29

報

10

新庄村の四季写真コンテスト
新庄村の四季
（春・夏・秋・冬）
の自然風景写真コンテストを行います。 応募方法は下記のとおりです。
●作品
作品は1人3点以内とし、
未発表のものに限ります。
●応募方法
サイズはワイド六ッ切又はA４サイズカラー写真に限ります。
写真の裏面に題名・撮影者氏名・住所・電話番号・撮影日・
撮影場所を記入した紙を貼り付けて下さい。
●応募締切
平成30年1月31日
（水）
（郵送の場合、
当日消印有効）
●審査等
審査は写真家及び村長・議長他が行います。
●賞及び展示
審査結果は平成30年2月下旬頃に副賞
（村特産品）
を添えて入賞者に通知します。
グランプリ・
・
・1点、 特選・
・
・3点、 入選・
・
・6点
●応募上の注意
・応募作品返却希望の方は、
返却希望と明記のうえ返信用封筒を添えて応募下さい。
・応募作品の版権は撮影者
（応募者）
に帰属しますが、
入賞された作品は、
入賞決定通知後から３年間、
新庄村
が必要に応じて使用する権利を得るものとします。
・受賞は１人１賞とします。
・入賞者は、
撮影原版
（フィルムまたはデジタルデータ）
を新庄村に提出していただきます。
●応募先
〒717−0201 岡山県真庭郡新庄村2008−1
新庄村役場産業建設課内 新庄村の四季写真コンテスト係宛
●お問合せ先
新庄村役場 産業建設課 TEL 0867-56-2628 FAX 0867-56-2629

10

11

21

11

甘くて美味しく出来上がっ
たおやつを一緒に食べて︑可
愛らしい歌声を聞かせても
らって︑あっという間に楽し
いひとときが過ぎました︒

研修旅行

好天とはいえ 月です︒寒
い中でのプレイ︑本当にお疲
れ様でした︒
尚︑成績は左記の通りです︒

ホールインワン賞

︵順不同 敬称略︶
柴田 勉 瀬藤美年
福井幸平 福井孝子

デイサービス通信

あった︑﹁炭だ
つ編み﹂に取り
組みました︒昔
懐かしいだつ編
み機につちのこ
を使い︑かやを
編みました︒昔のことを思い
出し﹁だつを作るには︑まず
は小縄をずーっと編むんだあ
よ︒それが出来るようになっ
てはじめて編ませてもらえ
よった﹂﹁そうそう︑囲炉裏
をかついでなあ﹂と︑話も弾
む中︑さすが
の手つきでだ
つを編まれる
姿に感動しま
した︒

︻ご寄付︼

月１日〜 月 日
新庄村社会福祉協議会に次
の方からご寄付をいただきま
した︒
◆見舞い返し
本田智代佳 様
◆香典返し
福本照興 様 池田 一 様
厚く御礼申し上げます︒

社協へのお問い合わせ
村内無料電話
３ ３
―１０６

30

社協だより

保育園児との
交流事業

10

11

デイサービスでは利用者様
がより健康に︑楽しく日々を
過ごして頂けるように様々な
活動に取り組んでいます︒
この度﹁ふるさと文化祭﹂
に日々の活動の成果である絵
画や刺繍︑苔玉などの作品と
活動写真の展示をさせて頂き
ました︒一年間展示を楽しみ
に取り組んできただけあり︑
どれも力作でした︒公民館に
見学に行った際︑見に来てい
た子供達に﹁すごいきれい！
どうやって
作ったの？﹂
と声をかけら
れ照れくさそ
うにされてい
ました︒皆さ
ん早速来年に向けて新しい作
品作りに取り組まれています︒
また︑新庄の冬の仕事で

11

理想の福祉を目指して
老人クラブ
連合会の活動

月 日︑研修旅行を実施
しました︒今年は参加者数が
少なく残念でしたが︑堀川め
ぐり遊覧船︑松江城散策︑美
保神社参拝︑美保関灯台見学
と︑近年足を運ぶことが少な
くなった名所を懐かしみなが
ら巡りました︒
好天に恵まれ︑海の幸を満
喫し︑車内
では終始話
が尽きるこ
となく親睦
を深めた一
日でした︒

グラウンド・ゴルフ大会

岡山県老連美作地区親睦

11

毎年美作地区内持ち回りで
開催されているこの大会です
が︑今年度は勝山運動公園に
おいて 月 日に開催されま
した︒

11

月の活動状況

寒い冬︑入浴時など急な寒
暖差による身体への負担が心
配される季節です︒ちょっと
した工夫で負担を軽減するこ
ともできますので︑村から発
信される情報などを活用して
みましょう︒

日

日

日

日

１日

月１日︑待ちに待った収
穫の日を迎え︑保育園児達は
それぞれお友達と手をつない
でやってきました︒﹁こんに
ちわ﹂と上手に挨拶もでき︑
おばあちゃん達も自然に笑み
がこぼれます︒
保育園のみ
んなと一緒に
植えた苗に︑
どんなお芋が
できたかな？
子供達とおばあちゃん達との
共同作業で︑泥んこになりな
がら大小様々なさつまいもが
たくさん収穫できました︒
そして︑
月 日︑保育
園でクッキン
グです︒交流
事業の締めく
くりとして︑年長さんと一緒
にスウィートポテト作りをし
ました︒
保育園児との交流事業
芋(掘り／女性部７名 )
緑と花いっぱい運動
花(苗植／女性部７名 )
平成 年度研修旅行
松(江方面／ 名 )
第３回岡山県老連美作
地区親睦グラウンド・
ゴルフ大会
勝(山運動公園／ 名 )
保育園児との交流事業
クッキング／
(
女性部６名 )
平成 年度美作地区老
連女性リーダー研修会
女(性部／４名 )
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中学校だより
学習発表会

〜スローガン『鼓動』〜

11月11日(土)に音楽ホールで
学習発表会を行いました。保護
者や地域の方々に多数ご参加を
いただきました。
今年のスローガンは『鼓動』
です。学習の成果が見てくださ
る皆さんに『鼓動』として届く
ようにとがんばってきました。
昨年度から総合的な学習の時間に取り組んでいる『ふる
さと新庄学』を5つの班が発表しました。地域にどのよう
な貢献が出来るかを考え、｢6色のギョウザ作り｣や｢クッ
キーとタルト作り｣などの新商品の開発や「サルナシのチ
ラシ作り」「案内マップ作り」「盆踊りの盛り上げ活動」
などについて、３年生を中心に取り組んできたことを発表
しました。
また、英語のスピーチでは将来の夢について堂々と発表
しました。３年生の和太鼓では、新庄太鼓の皆さんにご指
導いただき迫力のある演奏を披露しました。１･２年生の
器楽合奏では各楽器の音色が響きあっていました。２年生
家庭科の製作発表では自作のハーフパンツをはいて息の
あったダンスを披露してくれました。美術の作品展示も丁
寧な仕上がりを見ていただきました。全校合唱では、心に
響くハーモニーで見事に歌い上げました。
「ふるさと新庄学」や和太鼓の練習など、地域の皆様か
ら多くのご協力もいただき，生徒たちにとって大きな達成
感のある学習発表会となりました。
（新庄中学校 河井）

第１回真庭キッズ
サッカーフェスティバル
11月12日（日）、
落合総合公園サッ
カー場にて開催され
た真庭キッズサッ
カーフェスティバル
に、新庄村ジュニア
スポーツクラブサッ
カー部員の７名が参
加しました。
この大会は、サッカーを身近に味わえる機会を提供し、
スポーツの楽しさを体験してもらうことを趣旨として、幼
稚園〜小学３年生以下の大会として初めて行われたもので
す。
新庄チームは、天川、久世、美川の３チームと対戦し、
ゴールを決める試合もありましたが、勝つことはできませ
んでした。しかし、整列やあいさつ、プレー中に声を出す
こと等、試合を通して学んだことがたくさんあったと思い
ます。技術を高め、経験を積んで、より力強いプレーがで
きることを期待しています。
保護者の皆様には早朝よ
り送迎や昼食の準備、応援
をありがとうございました。
指導者の皆様には、審判
や熱心なご指導に感謝申し
上げます。
（教育委員会 平中）
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小学校だより
学習発表会

11月11日、80名以上の来校者をお迎えし、新庄小学校
学習発表会が行われました。大勢の地域の方の前で、子ど
もたちは練習してきた成果が立派に発揮できていました。
１・２年生はみんなが協力することで大きな力を生み出
すことを劇『スイミー』で表現しました。３・４年生は地
域の学習で学んだサルナシ栽培やヒメノモチ作りを織り込
んだ劇『ふるさと戦隊マモルンジャー！〜』でふるさと新
庄の良さを伝えました。５・６年は劇『ケスノート〜本当
は大切なもの〜』で心と体にとっての大切なものをメッ
セージしました。
また、合奏や合唱、音読道場と、新庄っ子の力を合わせ
たすばらしい姿をたくさん見ていただくことができました。
子どもたちは地域の方に支えられて日々成長していきま
す。これからも学校教育活動で多くのご協力をいただきま
す。よろしくお願いいたします。
（新庄小学校 岡田）

第13回真庭市
親睦ソフトバレー大会
12月３日（日）、
真庭市白梅体育館に
て開催された、真庭
市親睦ソフトバレー
ボール大会に、新庄
村ジュニアスポーツ
クラブソフトバレー
部員の５名が参加し
ました。
新庄は、草加部、
久世チームと対戦しました。
決勝は予選１位の樫邑チームと対戦でしたが、２セット
目はデュースの接戦となり、必至に挑みましたが、惜しく
も負けてしまいました。
練習の成果を試合で発揮することは難しいですが、練習
で出来なかったことが試合で出来るようになったり、失敗
した子を励まし、次につながるプレーが生まれたりと、一
年間の成長を感じられる試合となりました｡
６年生は最後の試合でしたが、先輩は後輩に、後輩は先
輩から新庄のプレーを引き継い
で欲しいと思います。
保護者の皆様には早朝より送
迎、応援をありがとうございま
した。指導者の皆さまには審判
と熱心なご指導をありがとうご
ざいました。
（教育委員会 平中）
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保育所だより

てもらい、本格的な焼き芋を美味しくいただきま
した。とてもあまくて、子ども達も笑顔がたくさ
ん。みなさんのご厚意と秋の恵みに感謝して頂き
ました。

12月９日(土)、恒例の「やんちゃっこフェス
ティバル（生活発表会）」を開催しました。
１歳児から５歳児までみんなで27名。緊張しな
がらも自分の役割を最後まで頑張りました。ご家
族の皆様、地域の皆様にはいつも温かく見守って
頂きありがとうございます。
お礼の気持ちを込めて、子どもたちの笑顔をお
届けしますのでご覧ください。

◎クリスマスツリー

い！
笑顔いっぱあ
ったかい！

12月１日(金)
国六の黒田眞路さんが毎年子ども達のためにク
リスマスツリーを持って来て下さっています。本
物のモミの木に圧倒される子ども達！サンタク
ロースが保育所にも来てくれるよう、みんなで飾
り付けをしました。素敵なクリスマスになります
ように！

◎老人クラブ交流会
11月１日(水)芋掘り
11月12日(火)スイートポテト作り
５月に植え付けのお手伝いをしたさつまいもを、
みんなで掘って、スイートポテトにしました。ス
イートポテトが焼けるまで発表会の練習をみて頂
きました。「元気いっぱいの子ども達だったので、 地域の皆さまのご協力に紙面をお借りしてお礼
おばあちゃんたちも元気をもらいました！ありが を申し上げます。
とう！」と言っていただき、とても素敵な交流会
（保育所 山田）
が出来ました。

真庭圏域消防写生大会入賞!!

◎焼き芋
11月16日(木)
今年も新家文市さんと
公民館のご厚意で焼き芋
をさせて頂きました。朝
早くからすくもを準備し

【入選】
前田 優衣さん(５歳)

【入選】
滝田 華菜さん(４歳)

おめでとうございます

新庄村職員採用試験を実施します 〜平成30年４月採用〜
試 験 日：平成30年１月28日(日)
試験会場：新庄村役場
受付期間：平成29年12月４日(月)〜12月28日(木)

試験職種
一般事務
（初級）

試験案内､申込書の配布場所
保
新庄村役場総務企画課
新庄村のホームページからダウンロードできます。

健

師

採用予定人員

受験資格

若干名

昭和59年４月２日以降
に生まれ、平成30年３
月までに高等学校を卒
業した人

１名

昭和59年４月２日以降
に生まれ、保健師の免
許を持つ人

再生紙を使用しています

