２０１７年（平成２９年）１１月
月
３０日
「わっせ」練習日
早稲田集会所 19：15～20：45

６日
学校へ行こう週間 （～11日）

早稲田学区 行事予定表

火
３１日

水
木
１日
２日
いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」 早稲田三丁目「100歳体操」
早稲田四丁目 100歳体操
文化の日
早稲田集会所 10：00～
早稲田公民館 10：00～
市営集会所 10；30～
早稲田二丁目上 100歳体操
早稲田二丁目上集会所 13：30～
社協 役員会
子ども達の
登校時間に
早稲田集会所 19：00～
見守りましょう！

金
３日

７日

８日
立冬
民児協 健康相談室
早稲田中3年 後期中間テスト（～7日） 早稲田小・中PTA あいさつ運動
早稲田公民館 9：30～11：00
「おはよう！今日も一日がんばろう」 子育てオープンスペース
東四丁目「ひだまり」
女学院大学ゲストルーム いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」
早稲田公民館 9：30～11：30
「わっせ」練習日
早稲田集会所 10：00～ 早稲田三丁目「100歳体操」
早稲田集会所 19:15～20：45
早稲田公民館 13：30～

９日
１０日
早稲田四丁目 100歳体操
民児協 定例会
市営集会所 10；30～
早稲田公民館 13：30～
早稲田二丁目上 100歳体操
東二丁目上町内会 役員会
早稲田二丁目上集会所 13：30～
早稲田集会所 19：00～
早稲田アカデミー
早稲田二丁目上町内会 幹事会
早稲田公民館 13：30～ 早稲田二丁目上集会所 19：00～
早稲田中ＰＴＡ 夜間安全パトロール
社協 常任理事会
早稲田集会所 19：00～
21：15～
１３日
１４日
１５日
１６日
１７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
早稲田小 代休
早稲田四丁目 100歳体操
東二丁目上町内会 幹事会
東二丁目「ぼちぼち」
早稲田集会所 10：00～ 「お正月工作」
市営集会所 10；30～
早稲田集会所 19：00～
早稲田集会所 10：00～
早稲田公民館 10：00～ 早稲田二丁目上 100歳体操
早稲田公衛協 環境講座
早稲田二丁目上集会所 13：30～
早稲田公民館 13：00～
早稲田二丁目上「であいサロン」
「わっせ」練習日
早稲田二丁目上集会所 14：30～
早稲田集会所 19：15～20：45
２０日
２１日
２２日
２３日
２４日
早稲田四丁目睦会 日帰り旅行 早稲田中1・2年 後期中間テスト（～22日） 小雪
勤労感謝の日
オープンスペース「てんとう虫」
「みかん狩り」
江田島市 いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」 早稲田三丁目「100歳体操」
早稲田四丁目 100歳体操
早稲田公民館 10：00～12：00
東四丁目「ひだまり」
早稲田集会所 10：00～
早稲田公民館 10：00～
市営集会所 10；30～ 早稲田中PTA 役員総会
女学院大学ゲストルーム
早稲田三丁目町内会 幹事会
早稲田二丁目上 100歳体操
早稲田中 19：00～
早稲田公衛協 健康教室
早稲田公民館 19：00～ 早稲田二丁目上集会所 13：30～ 早稲田中ＰＴＡ 夜間安全パトロール
「認知症のサインを知ろう！」
早稲田社協サロン世話人代表会
21：15～
早稲田公民館 13：30～15：00
毎週月・木
早稲田三丁目町内会 役員会
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
早稲田公民館 19：00～

早稲田社協
２７日
東二丁目「ぼちぼち」
早稲田集会所 10：00～
社協だより（12月号）編集会議
「わっせ」練習日
早稲田集会所 19：15～20：45

２８日

発行元：早稲田学区社会福祉協議会
土
日
４日
５日
友楽タイム「雪合戦」
東区健康ウォーキングの集い
早稲田公民館 10：00～
東区役所～にぎつ神社
おはなし会
早稲田二丁目上 みかん狩り
早稲田公民館 14：00～１5：00
川西農園（江田島市）
「わせぼんだいこ」練習日
青少協牛田三学区ペタンク大会
早稲田中武道場 18：00～20：00

１１日
１２日
早稲田小 土曜日参観
広島県知事選挙
子ども１１０番の家ウォークラリー
「わせぼんだいこ」練習日
早稲田中武道場 18：00～20：00
早稲田四丁目町内会 幹事会
早稲田公民館 19：00～

１８日
１９日
女学院大学 あやめ祭（～19日）
第１５回早稲田ふれあいまつり
第40回広島市体連研修大会・表彰式
早稲田公民館 9：30～15：00
メルパルク広島 体協 定例会
早稲田集会所 19:30～

２５日
友楽タイム「いもほり」

２６日
第４３回広島市中学校PTA研修会
宮加谷農園
広島市立翠町中学校 9：50～
早稲田女性会 定例会
東二丁目上町内会 亥の子まつり
早稲田集会所 10：00～
早稲田集会所・亥の子神社
おもちゃ病院
早稲田公民館 第５回東区牛田山ぐるっとハイキング
「わせぼんだいこ」練習日
早稲田公民館集合 8：45～
早稲田中武道場 18：00～20：00

225-3685

２９日
３０日
いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」 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 10：00～
早稲田公民館 10：00～
市営集会所 10；30～
いきいきサロンよりみち「ハンドベルの練習」 社協 わが町ネット
早稲田二丁目上 100歳体操
早稲田集会所 11：00～
早稲田二丁目上集会所 13：30～

１日

２日
門前清掃の日
東区コミュニティー交流協議会東区民大会

東区民文化センター 10：00～
友楽タイム「雪合戦」
早稲田公民館 10：00～

３日
12／10に
変更です

平成２９年度
東区防災訓練・防災フェア
時間：8：30～12：40
場所：女学院大学サブグラウンド
早稲田中学校

