２０１７年（平成２９年）６月
月
２９日

早稲田学区 行事予定表

火
３０日

水
３１日

木
１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

５日

７日

「地域デザイン～エキキタからヨーロッパまで～」

早稲田公民館 13：30～15：00
わっせ 練習日
早稲田集会所 19：15～20：45

９日

１０日

１１日

友楽タイム 「積み木あそび」
授業参観・学年懇談会 早稲田中
市営集会所 10:30～
早稲田公民館 13：30～
早稲田公民館 10：00～12：00
10：00～ 早稲田三丁目 すこやかタイム100歳体操 社協 常任理事会
早稲田二丁目上町内会 幹事会
早稲田二丁目上 １００歳体操
早稲田公民館 10：00～
早稲田集会所 19：30～
早稲田二丁目上集会所 19：00～
早稲田二丁目上集会所 10：00～
早稲田四丁目
ちゃのみば プランターの花植え
東二丁目上町内会 役員会
早稲田集会所 19：00～
第五公園 10：30～
わせぼんだいこ 練習日
早稲田四丁目町内会 幹事会
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～

早稲田四丁目 ちゃのみば100歳体操 民児協定例会

１４日

１５日

１６日

１７日

１８日

早稲田四丁目 ちゃのみば100歳体操 東二丁目上町内会 幹事会
子育てオープンスペース
友楽タイム 「巨大迷路」
父の日
早稲田公民館 9：30～11：30
市営集会所 10:30～
早稲田集会所 19：00～
早稲田公民館 10：00～12：00 第17回東区軽スポーツ交歓大会
10：00～ 民児協 健康相談室
早稲田二丁目上 １００歳体操
早稲田公民館運営委員会
戸坂運動広場
早稲田公民館 9：30～11：00 早稲田二丁目上集会所 13：30～
早稲田公民館 13：30～ 体協 定例会
早稲田三丁目 すこやかタイム100歳体操 早稲田二丁目上 であいサロン
わせぼんだいこ 練習日
早稲田集会所 19：30～
早稲田公民館 13：30～ 早稲田二丁目上集会所 14：30～
早稲田中 武道場 18：00～20：00

２０日

東四丁目 ひだまり
いきいきサロン よりみち
女学院ゲストハウス 10：00～ 「サロン＆100歳体操」
早稲田アカデミー
早稲田集会所

８日

早稲田中 給食試食会

１３日

早稲田小 水泳指導開始
いきいきサロン よりみち
東二丁目 ぼちぼち
「サロン＆100歳体操」
早稲田集会所 10：00～
早稲田集会所
わっせ 練習日
早稲田集会所 19：15～20：45

２６日

日
４日

ゆかたの着付け
ゴミゼロクリーンウォーク
市営集会所 10:30～ 早稲田二丁目上 いきいきるーむ
早稲田公民館 13：30～15：30
平和公園
早稲田二丁目上 １００歳体操
早稲田二丁目上集会所 13：30～ わせぼんだいこ 練習日
早稲田二丁目上集会所 13：30～
早稲田中 武道場 18：00～20：00
社協 役員会
自主防災連絡協議会総会
早稲田集会所 19：00～
早稲田集会所 19：00～

芒種
いきいきサロンよりみち
早稲田小 プール清掃
「サロン＆100歳体操」
広島市PTA協議会定例総会
早稲田集会所
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

１９日

土
３日

早稲田四丁目 ちゃのみば100歳体操 門前清掃の日

６日

１２日

金
２日

発行元：早稲田学区社会福祉協議会

２１日

２２日

２３日

２４日

２５日

早稲田四丁目 ちゃのみば100歳体操 オープンスペース「てんとう虫」
夏至
早稲田二丁目上 １００歳体操
東区女性会まつり
いきいきサロン よりみち
市営集会所 10:30～
早稲田公民館 10：00～12：00
早稲田二丁目上集会所 10：00～
東区総合福祉センター 10：00～
10：00～ 「津軽三味線の演奏を楽しもう♪」
女性会 定例会
早稲田公民館 10：00～
早稲田集会所 10：00～
早稲田三丁目 すこやかタイム100歳体操
わせぼんだいこ 練習日
早稲田公民館 13：30～
早稲田中 武道場 18：00～20：00

２７日

２８日

２９日

早稲田三丁目 すこやかタイム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
早稲田公民館 10：00～
社協だより編集会議
早稲田集会所 早稲田三丁目町内会 幹事会
わっせ 練習日
「サロン＆100歳体操」
10：00～
早稲田公民館 19：0０～
早稲田集会所 19：15～20：45
「ハンドベル」
11：00～
早稲田三丁目町内会 役員会
早稲田公民館 19：00～

イ ム
楽
タ
友

３０日

１日

２日
門前清掃の日

早稲田社協ボランティアバンク
登録者募集！
・サロンのお手伝い
・花植え、樹木の剪定
・オープンスペースのお手伝い
・地域安全パトロールなど

お問合せ・連絡は
早稲田社協まで

毎週月・木 10：00～12：00
☎ 082-225-3685

友楽タイムに新しい仲間ができました。
早稲田小学校児童有志10人のメンバーです。
友楽タイム実行委員会のジュニアリーダーとして新しい風を吹き込み、
いろいろなアイディアを出してくれています。

わせだっ子は
地域の宝です！
友楽タイムがより充実するよう、
皆さんのご協力を

