早稲田学区 行事予定表

２０１７年（平成２９年） ９月
月
２８日

火
２９日

早稲田小 授業再開
社協だより編集作業
東二丁目「ぴよぴよサロン」
早稲田集会所 10：00～
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」

４日
東四丁目 「ひだまり」
女学院大学ゲストハウス 10：00～

女性会 わっせ練習日
早稲田集会所 19：15～20：45

早稲田集会所 10：00～

水
３０日
早稲田公民館 10：00～

５日

１２日
いきいきサロンよりみち「サロン＆よりみち」

６日

早稲田小 給食開始
早稲田学区 献血
東区体連・スポーツ推進員研修会
市営集会所 10：30～ 早稲田二丁目上ともえ会 いきいきるーむ
早稲田公民館
二葉中学校
早稲田二丁目上 「１００歳体操」 早稲田二丁目上集会所 13：30～ 友楽タイム「ソフトボール」
早稲田二丁目上集会所 13：30～
早稲田小学校 10：00～
「おはなし会」
早稲田公民館 14：00～15：00

７日

８日

９日

１０日

早稲田二丁目上集会所 13：30～ 第１５回早稲田ふれあいまつり実行委員会

社協 役員会
早稲田集会所 19：00～

１３日

民児協 健康相談室
早稲田集会所 10：00～
早稲田公民館 9：30～11：00
子育てオープンスペース
早稲田公民館 9：30～11：30
早稲田三丁目「100歳体操」
早稲田公民館 13：30～

１９日

２０日

東四丁目 「ひだまり」
いきいきサロン よりみち
女学院大学ゲストハウス 10：00～ 「みんなで歌いましょう」
いきいきサロンよりみち「サロン＆よりみち」
早稲田公民館 10：00～
早稲田集会所 10：00～ 早稲田三丁目「100歳体操」＆サロン
早稲田公民館 13：30～

２５日

日
３日

早稲田中前期期末試験 （～8日） 白露
東二丁目上町内会 役員会
東区PTA親善スポーツ大会
早稲田集会所 10：00～ 早稲田三丁目「100歳体操」
早稲田四丁目「100歳体操」
早稲田集会所 19：00～
東区スポーツセンター 9：00～
早稲田公民館 10：00～
市営集会所 10：30～ 早稲田二丁目上町内会 幹事会 わせぼんだいこ 練習日
早稲田二丁目上 「１００歳体操」 早稲田二丁目上集会所 19：00～ 早稲田中武道場 18：00～20：00

１１日

東二丁目「ぼちぼち」
早稲田集会所 10：00～
社協だより編集作業
わっせ 練習日
早稲田集会所 19：15～20：45
早稲田三丁目町内会 役員会
早稲田公民館 19：00～

土
２日

いきいきサロンよりみち「サロン＆よりみち」

東二丁目「ぼちぼち」
早稲田集会所 10：00～
女性会 わっせ練習日
早稲田集会所 19：15～20：45

１８日

金
１日

早稲田三丁目「100歳体操」＆サロン 早稲田四丁目「100歳体操」

毎週 月･木 10：00～12：00
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

敬老の日

木
３１日

発行元：早稲田学区社会福祉協議会

２６日

２７日

いきいきサロンよりみち「サロン＆よりみち」 早稲田中 1年生野外活動 （～29日）

１４日

早稲田集会所の大掃除をしました！
８月初めに、早稲田社協・女性会・体協・集会所運営委員・使用グループの
メンバーが集まって、備品の整理や部屋の片づけ、障子はりなどをいたしました。
早稲田集会所はどなたでも利用できます。
利用に関するお問い合わせは ☎/ＦＡＸ 082-223-7790（午前）

１５日

１６日

１７日

第26回牛田三学区親善スポーツ大会
早稲田四丁目「100歳体操」
体力測定会
おもちゃ病院
市営集会所 10：30～
早稲田公民館 9：30～
早稲田公民館 10：00～12：00 マエダハウジング東区スポーツセンター他
早稲田二丁目上 「１００歳体操」 早稲田アカデミー
わせぼんだいこ 練習日
早稲田二丁目上集会所 13：30～
早稲田公民館 13：30～ 早稲田中武道場 18：00～20：00
社協 常任理事会
民児協定例会
早稲田四丁目町内会 幹事会
早稲田集会所 19：00～
早稲田公民館 13：３0～
早稲田公民館 19：00～
東二丁目上町内会 幹事会
早稲田集会所 19：00～
早稲田中PTA 夜間パトロール
早稲田学区内 21：15～

２１日

２２日

２３日

２４日

早稲田四丁目「100歳体操」
オープンスペース「てんとう虫」
秋分の日
体協 定例会
市営集会所 10：30～
早稲田公民館 10：00～12：00 早稲田四丁目の集い 11：00～
早稲田集会所 19：30～
早稲田二丁目上 「１００歳体操」
ライオンズマンション集会室
早稲田二丁目上集会所 13：30～
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～

２８日
早稲田四丁目「100歳体操」
市営集会所 10：30～

早稲田集会所 10：00～ 早稲田三丁目「100歳体操」
早稲田公民館 10：00～ 早稲田二丁目上 「１００歳体操」
早稲田二丁目上集会所 13：30～
早稲田集会所 11：00～ 早稲田三丁目町内会 幹事会
早稲田公民館 19：00～

いきいきサロンよりみち「ハンドベルの練習」

早稲田公民館 19：00～

秋の交通安全運動
９月２１日（木）～３０日（土）
「子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止」(早稲田学区防犯）

２９日

３０日

１日

早稲田小 運動会
散乱ごみ追放キャンペーン
にぎつ神社～東区役所
早稲田女性会定例会
早稲田集会所 10：00～

早稲田集会所は、避難勧告や避難指示が発令された
時の【一時避難場所】です。
その後避難生活が続くときは
早稲田小学校・早稲田中学校が
【生活避難場所】に指定されています。

9月は防災の月です
あなたの地域は危険箇所ではありませんか？
日ごろの防災の備えはできていますか？
ご近所の助け合いが大事です。

