２０１７年（平成２９年）７月
月
２６日
東二丁目 ぼちぼち
社協だより編集会議
女性会「わっせ」練習日
早稲田三丁目町内会 役員会

早稲田学区 行事予定表

火
２７日

水
２８日

木
２９日

発行元：早稲田学区社会福祉協議会

金
３０日

土
１日

早稲田三丁目 すこやかタイム100歳体操 早稲田社協まちづくり推進部会（旧ネットワーク部会）
早稲田小 平和集会
いきいきサロン よりみち
早稲田三丁目町内会 幹事会
早稲田公民館 19：00～
「サロン100歳体操＆ハンドベル」 早稲田社協サロン世話人会
10：00～12：00
月・木
早稲田公民館 19：00～
電話で声かけ!！

日
２日

青少年によい環境を与える運動推進大会 早稲田学区 町内一斉清掃

東区民文化センター ねこの手まつり＆ぽっぽ・ひがし
わせぼんだいこ練習日
東区福祉センター
早稲田中武道場 18：00～20：00

ボランティアバンクの受付
早稲田社協 225-3685
３日
東四丁目 「ひだまり」

４日

５日

早稲田中 職場体験 （～6日）

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」

女学院大学ゲストハウス 早稲田小・中ＰＴＡ 朝のあいさつ運動

早稲田公民館 10：00～

「おはよう！今日も一日がんばろう」 早稲田社協福祉推進部会
女性会「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」
家の近くで、子どもたち
早稲田集会所 10：00～
に「おはよう」と声をかけ
てください。

１０日
東二丁目 「ぼちぼち」
早稲田集会所 10：00～

１１日

１２日

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

早稲田集会所 10：00～

女性会「わっせ」練習日

早稲田公民館 9：30～11：00
子育てオープンスペース

早稲田集会所 19：15～20：45

早稲田公民館 13：30～

海の日

７日

１８日

１９日

いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」

東四丁目 「ひだまり」

早稲田公民館 10:00～
早稲田三丁目 すこやかタイム100歳体操

女学院大学ゲストハウス

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
早稲田集会所 19：00～

１３日
早稲田四丁目 ちゃのみば「100歳体操」

１４日

市営集会所 10：30～
早稲田二丁目上 100歳体操

早稲田中 夏季休業開始
東二丁目 「ぼちぼち」
早稲田集会所 10：00～

２５日

「サロン＆100歳体操」 10：00～
早稲田公民館 10：00～
「ハンドベルの練習」 11：00～ 早稲田三丁目町内会 幹事会

早稲田三丁目町内会 役員会

早稲田集会所

ほおずき祭り

早稲田集会所 19：00～ おもちゃ病院

体協 定例会

早稲田公民館 10：00～12：00

社協 常任理事会

早稲田二丁目上町内会 幹事会
早稲田中武道場 18：00～20：00
早稲田集会所 19：30～ 早稲田二丁目上集会所 19：00～ 早稲田四丁目町内会 幹事会
早稲田中PTA 夜間安全パトロール 21：15～
早稲田公民館 19:00～

２０日
早稲田四丁目 ちゃのみば「100歳体操」

２１日

２２日

早稲田小 夏季休業開始
東二丁目上町内会 幹事会

市営集会所 10：30～

女性会 定例会
大暑
早稲田集会所 10：00～
早稲田中武道場 18：00～20：00

ラジオ体操日程
東二丁目 7/21～8/4
東四丁目 7/21～7/29

２７日
平和記念公園清掃

２３日

早稲田集会所 19：00～ わせぼんだいこ練習日

２８日

早稲田四丁目 ちゃのみば「100歳体操」

早稲田三丁目
早稲田四丁目

7/21～7/27
7/24～7/31

２９日

オープンスペース「てんとう虫」
早稲田公民館 10：00～

第33回早稲田学区盆おどり大会
９号棟広場 18：00～21：00

３０日
第33回早稲田学区盆おどり大会
９号棟広場 17：00～21：00

市営集会所 10：30～ 早稲田中PTA 夏休み夜間パトロール

早稲田公民館 19：00～ 早稲田二丁目上 100歳体操

早稲田公民館 19：00～
女性会「わっせ」練習日

早稲田集会所 19：30～

早稲田公民館 13：30～ わせぼんだいこ練習日

早稲田二丁目上町内会 であいサロン

早稲田三丁目 すこやかタイム100歳体操

１６日

ほおずき祭り

民児協 定例会

早稲田二丁目上集会所 13：30～

２６日

いきいきサロンよりみち

１５日

東二丁目上町内会 役員会

早稲田二丁目上集会所 14：30～

２４日

早稲田公民館

早稲田公民館 13：30～ 早稲田アカデミー
13：30～
早稲田二丁目上 100歳体操

夏の交通安全運動
7月11日（火）～7月20日（木）

９日

友楽タイム「ピースキャンドル作り」

市営集会所 10：30～ ともえ会 いきいきるーむ

いきいきサロンよりみち「料理講習会」 早稲田小・中学校 給食終了

早稲田集会所 10：00～

８日

小暑

早稲田公民館 9：30～11：30 早稲田二丁目上集会所 13：30～
早稲田三丁目 すこやかタイム100歳体操

１７日

６日

21：30～

早稲田二丁目上集会所 13：30～

「夏休み中における少年非行防止」にご協力ください！早稲田学区防犯

早稲田集会所 19：15～20：45

３１日

１日

２日

３日

社協だより編集会議

「住民同乗者青パト・パトロール」に同乗してみませんか？（２～３人でどうぞ）
希望者は ２２８-８８１０（早稲田学区防犯会長 山下）へ連絡下さい。

４日

５日

６日

