２０１８年（平成３０年）２月

早稲田学区 行事予定表

月
２９日

火
３０日

水
３１日

女性会「わっせ」練習
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」

早稲田集会所 10：00～

５日

６日

東四丁目 ひだまり
女学院大ゲストハウス 10：00～
おはなし会
早稲田公民館
女性会「わっせ」練習
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」

1２日

１３日

振替休日

木
１日

早稲田四丁目「ちゃのみば」100歳体操 門前清掃の日
早稲田三丁目「100歳体操」
早稲田公民館 10：00～
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
早稲田二丁目上 100歳体操
早稲田二丁目上集会所 13：30～
早稲田二丁目上集会所 13：30～ 夜間安全パトロール
21：15～
社協 役員会
早稲田集会所 19：00～

７日

８日

９日

１４日

１５日

１６日

早稲田小学校 参観懇談（中）

早稲田四丁目「ちゃのみば」100歳体操 早稲田小学校 参観懇談（高）

いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」

市営集会所 10：30～ 東二丁目上町内会 幹事会
早稲田二丁目上 100歳体操
早稲田集会所 19：00～
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～
早稲田中 入学説明会・物品販売

２０日

２１日

２２日

２３日

いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」 早稲田小 6年生を送る会
早稲田四丁目「ちゃのみば」100歳体操
雨水
東四丁目 ひだまり
早稲田集会所 10：00～ 早稲田中1・2年生後期末テスト（～23日）
市営集会所 10：30～
女学院大ゲストハウス 10：00～ 東区公衛協推進大会
早稲田三丁目「100歳体操」
早稲田二丁目上 100歳体操
早稲田二丁目上 いきいきサロン
早稲田公民館 10：00～ 早稲田二丁目上集会所 13：30～
早稲田二丁目上集会所 11：00～
女性会「わっせ」練習
積雪・凍結時のスリップ事故に気をつけよう！（学区防犯組合連合会）
早稲田集会所 19：15～20：45

２６日

土
３日

日
４日

節分
立春
東区体連・スポーツ推進員スポーツ研修会
東区PTA連合研修大会
東区民文化センター 9:30～ マエダハウジング東区スポーツセンター
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
早稲田中武道場 18：00～20：00

１０日

１１日

早稲田小学校 参観懇談（なかよし） 早稲田四丁目「ちゃのみば」100歳体操 早稲田小学校 参観懇談（低）
友楽タイム「お菓子作り」
建国記念の日
早稲田集会所 10：00～ 早稲田三丁目「100歳体操」
市営集会所 10：30～ 早稲田民児協 定例会
早稲田公民館 10：00～
早稲田公民館 10：00～ 早稲田二丁目上 100歳体操
早稲田二丁目上町内会 幹事会 早稲田四丁目町内会 幹事会
早稲田二丁目上集会所 13：30～ 早稲田二丁目上集会所 19：00～
早稲田公民館 19：00～
社協 常任理事会
東二丁目上町内会 役員会
早稲田集会所 19：00～
早稲田集会所 19：00～
夜間安全パトロール
21：15～

早稲田中学校 1・2年参観・懇談
東二丁目 ぼちぼち
早稲田集会所 10：00～
早稲田集会所 10：00～
子育てオープンスペース
毎週月・木
早稲田公民館 9：30～11：30
早稲田学区見守りサポートセンター
民児協 健康相談室
【電話で声かけ!】
早稲田公民館 9：30～11：00
ボランティアバンクの受付
早稲田三丁目「100歳体操」
早稲田社協 225-3685
早稲田公民館 13：30～

１９日

金
２日

発行元：早稲田学区社会福祉協議会

２７日

２８日

１日

１７日

１８日

東区出会い・ふれあいフェスティバル（18日） 第24回東区親善卓球大会
マエダハウジング東区スポーツセンター
早稲田中学校 協力者会議

ふれあい推進協議会

早稲田中学校 体協 定例会

友楽タイム「ビーチボールバレー」
早稲田公民館 10：00～
おもちゃ病院
早稲田公民館
わせぼんだいこ 練習
早稲田中武道場 18：00～20：00
早稲田二丁目上 木遣り唄の練習

２４日

早稲田集会所 19：00～

２５日

オープンスペース「てんとう虫」
女性会定例会
早稲田公民館 10：00～
早稲田集会所 10：00～
エコ講座「ふろしき活用法」
早稲田公民館 13：30～
明るい安全な町づくり
早稲田中PTA 購買運営委員会・役員総会
「一家一点灯」にご協力ください！！
早稲田中 18：00～
(学区防犯組合連合会）
早稲田小学校協力者会議
夜間安全パトロール
21：15～

２日

３日

４日

早稲田四丁目「ちゃのみば」100歳体操
早稲田三丁目「100歳体操」
早稲田集会所 10：00～
早稲田集会所 10：00～
早稲田公民館 10：00～
市営集会所 10：30～
早稲田三丁目町内会 役員会 いきいきサロンよりみち「ハンドベルの練習」 早稲田三丁目町内会 幹事会
社協 役員会
早稲田公民館 19：00～
早稲田集会所 11：00～
早稲田公民館 19：00～
早稲田集会所 19：00～
女性会「わっせ」練習
早稲田集会所 19：15～20：45

東二丁目 ぼちぼち・ぴよぴよサロン

いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」

早稲田女性会より・・・ご案内
日

時：平成30年2月17日（土）・18日（日）
両日とも 10時～
入場無料
場 所：広島市東区民文化センター
（広島市東区東蟹屋町10－31 東区役所北隣）

2月17日（土）・18日（日） 10時～
子どもから大人まで幅広く出演
多彩なステージをお楽しみください。

2月10日（土）～
2月18日（日）
「区民作品展」
「遺跡展」

両日 広場で東区女性会のバザーを行っています。
早稲田女性会は
コーヒーのブースを担当しています。
寒い時期ですが、盛りだくさんのイベントに
ぜひ足を運んでみてください！

2月17日（土）・18日（日） 10時～
＊バザー（うどん・いなり・餅つきなど） ＊体験コーナー（雨量計づくり）
2月17日（土）
＊ふれあいもてなし市 10時～
＊体験（バルーンアート） 10時
＊体験（しおりづくり） 12時30分～
＊おはなし会 11時～11時30分
＊紙芝居上演 10時～
2月18日（日） ＊本の交換市 11時～
＊劇団Tempa 親子で楽しむお芝居プロジェクト 10時30分～、13時

