２０１８年（平成３０年）６月
月
２８日
社協だより編集会議
早稲田公民館 12：00～
わっせ 練習日
早稲田集会所 19：15～20：45

火
２９日

早稲田学区 行事予定表
水
３０日

木
３１日

金
１日

発行元：早稲田学区社会福祉協議会

土
２日

日
３日

門前清掃の日
ゴミゼロクリーンウォーク
早稲田二丁目上集会所 13：30～ ゆかたの着付け
平和公園～紙屋町 9：00～
早稲田公民館 13:00～16：00
早稲田二丁目上 木遣り唄の練習
早稲田二丁目上集会所 13：30～
わせぼんだいこ 練習日
早稲田中 武道場 18：00～20：00

いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」 早稲田三丁目 すこやかタイム100歳体操 早稲田四丁目 ちゃのみば100歳体操 早稲田二丁目上 ともえ会いきいきるーむ

早稲田集会所 10：00～

早稲田公民館 10：00～

市営集会所 10：30～

毎週月・木
早稲田学区見守りサポートセンター【電話で声かけ!】
ボランティアバンクの受付
早稲田社協 225-3685

４日

５日

広島市PTA協議会定例総会
アステールプラザ 14：00～
東四丁目 ひだまり
女学院ゲストハウス 10：00～
わっせ 練習日
早稲田集会所 19：15～20：45

いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」

６日

１１日

１２日

７日

芒種
早稲田集会所 10：00～ 早稲田中 給食試食会
授業参観・学年懇談会

８日

早稲田四丁目 ちゃのみば100歳体操 早稲田二丁目上町内会 幹事会

９日

１０日

早稲田四丁目 ちゃのみば プランターの花植え

市営集会所 10:30～
早稲田二丁目上集会所 19：00～
第五公園 10：30～
早稲田二丁目上 100歳体操
東二丁目上町内会 役員会
わせぼんだいこ 練習日
早稲田三丁目 すこやかタイム100歳体操 早稲田二丁目上集会所 13：30～
早稲田集会所 19：00～
早稲田中 武道場 18：00～20：00
早稲田公民館 10：00～ 社協 役員会
早稲田集会所 19：00～

１３日

１４日

１５日

１６日

１７日

早稲田四丁目 ちゃのみば100歳体操 民児協定例会
東二丁目 ぼちぼち
早稲田四丁目睦会日帰り旅行
子育てオープンスペース
わせぼんだいこ 練習日
父の日
早稲田集会所 10：00～
第5公園集合 7：50～
早稲田公民館 9：30～11：30
市営集会所 10:30～
早稲田公民館 13：30～
早稲田中 武道場 18：00～20：00 第34回青了会男子ソフトボール大会
いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」 民児協 健康相談室
早稲田二丁目上 100歳体操
東二丁目上町内会 幹事会
早稲田四丁目町内会 幹事会
体協 定例会
わっせ 練習日
早稲田集会所 19：15～20：45
早稲田集会所 10：00～
早稲田公民館 9：30～11：00 早稲田二丁目上集会所 13：30～
早稲田集会所 19：00～
早稲田公民館 19：00～
早稲田集会所 19：30～
早稲田三丁目 すこやかタイム100歳体操 社協 常任理事会
早稲田二丁目上 木遣り唄の練習
早稲田公民館 10:00～
早稲田集会所 19：00～
早稲田二丁目上集会所 19：00～

１８日

１９日

２０日

２１日

２２日

２３日

２４日

いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」 いきいきサロン よりみち 「防犯講習会」 夏至
東四丁目 ひだまり
オープンスペース「てんとう虫」
女性会 定例会
東区女性会まつり
女学院ゲストハウス 10：00～
早稲田集会所 10：00～
早稲田公民館 10：00～ 早稲田四丁目 ちゃのみば100歳体操
早稲田公民館 10：00～12：00
早稲田集会所 10：00～
東区総合福祉センター 10：00～
いきいきサロンよりみち「ハンドベルの練習」 早稲田三丁目 すこやかタイム100歳体操
わっせ 練習日
市営集会所 10:30～ 早稲田アカデミー
わせぼんだいこ 練習日
第18回東区軽スポーツ交歓大会
早稲田集会所 19：15～20：45
早稲田集会所2F 10：00～
早稲田公民館 13：30～ 早稲田二丁目上 100歳体操
早稲田公民館 13：30～15：00
早稲田中 武道場 18：00～20：00
福木中学校
早稲田二丁目上集会所 13：30～ 第39回東区民スポーツ大会第3回委員会議
早稲田二丁目上 であいサロン
早稲田二丁目上集会所 14：30～

２５日

２６日

２７日

２８日

２９日

３０日

１日

わせぼんだいこ 練習日
町内一斉清掃
早稲田中 武道場 18：00～20：00

早稲田三丁目 すこやかタイム100歳体操 早稲田四丁目 ちゃのみば100歳体操
東二丁目 ぼちぼち
早稲田小 平和集会
早稲田集会所 10：00～ いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」
早稲田公民館 10：00～
市営集会所 10:30～
社協だより編集会議
早稲田集会所 10：00～ 早稲田三丁目町内会 幹事会
早稲田二丁目上 100歳体操
わっせ 練習日
早稲田公民館 19：0０～ 早稲田二丁目上集会所 13：30～
早稲田集会所 19：15～20：45
早稲田三丁目町内会 役員会
梅雨期のスリップ交通事故に注意しましょう！！ 早稲田学区防犯連合組合
早稲田公民館 19：00～

わせだネイチャー

メジロ
中学校の藤

ヒレンジャク・キレンジャク

ハナミズキ

アンネのバラ

