２０１８年（平成３０年）４月
月
２６日

火
２７日

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

いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」

２日

３日

門前清掃の日
早稲田小 入学受付
早稲田中 入学受付
東4丁目「ひだまり」
女学院大学ゲストハウス
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」

９日

１０日

早稲田学区 行事予定表
水
２８日

木
２９日

金
３０日

学区体育団体東区連合会定時総会
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～ ひろしんビッグウエーブ会議室 19：00～
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(総会） 早稲田二丁目上 100歳体操
早稲田集会所 11：00～
早稲田公民館 19：00～ 早稲田二丁目上集会所 13：30～
社協 まちづくり推進部会
早稲田公民館 19：00～

４日

発行元：早稲田学区社会福祉協議会

５日

土
３１日

日
１日

特殊詐欺被害が発生しています。
「電話やメールでお金の話が出たら詐欺！」注意しましょう！！
早稲田学区防犯連合組合

６日

７日

８日

女学院大学 入学式
清明
早稲田二丁目 いきいきるーむ 民児協 総会
体協 役員会
早稲田二丁目上集会所 13：30～
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
早稲田公民館 13：30～
早稲田公民館 19：00～
早稲田公民館 10：00～
市営集会所 10：30～
わせぼんだいこ 練習日
早稲田二丁目上 100歳体操
早稲田中武道場 18：00～20：00
早稲田二丁目上集会所 13：30～
社協 役員会
早稲田集会所 19：00～

１１日

早稲田小 就任式・始業式
早稲田小 入学式
子育てオープンスペース
早稲田中 就任式・始業式
早稲田中 入学式
早稲田公民館 9：30～11：30
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
東二丁目 「ぼちぼち」
早稲田集会所 10：00～
早稲田集会所 10：00～
早稲田公民館 9：30～11：00
わっせ 練習日
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～

１２日
早稲田四丁目 100歳体操
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 常任理事会
早稲田集会所 19：00～

１３日

１４日

１５日

民児協 定例会
早稲田四丁目 役員会
女性会 総会・定例会
早稲田公民館 13：30～
早稲田公民館 19：00～
早稲田集会所 10：00～
東二丁目上町内会 役員会
体協 定例会・総会
早稲田集会所 19：00～
早稲田集会所 19：00～
早稲田二丁目上町内会 幹事会
早稲田二丁目上集会所 19：00～

第39回東区民スポーツ大会第2回競技部会
マエダハウジング東区スポーツセンター19：00～

１６日

１７日

１８日

早稲田中 全国学力学習状況調査 早稲田三丁目「100歳体操」
早稲田中 参観懇談
いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」
東4丁目「ひだまり」
早稲田公民館 10：00～
いきいきサロンよりみち「春の縮景園を楽しみましょう！」
女学院大学ゲストハウス
早稲田集会所 10：00～
わっせ 練習日
早稲田四丁目睦会 総会
早稲田集会所 19：15～20：45
早稲田公民館 14：00～

２３日

２４日

東二丁目 「ぼちぼち」
早稲田集会所 10：00～
社協だより編集日
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～

いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」

３０日

１日

１９日

２０日

２１日

２２日

早稲田四丁目 100歳体操
穀雨
早稲田学区 献血
市営集会所 10：30～ 東二丁目上町内会 幹事会
早稲田公民館 9：00～15：00
早稲田二丁目上 「100歳体操」
早稲田集会所 19：00～ 早稲田四丁目町内会 総会
早稲田二丁目上集会所 13：30～
早稲田公民館 19：00～
早稲田二丁目上 であいサロン
わせぼんだいこ 練習日
早稲田二丁目上集会所 14：30～
早稲田中武道場 18：00～20：00

２５日

２６日

２７日

２８日

２９日

早稲田三丁目「100歳体操」
早稲田四丁目 100歳体操
オープンスペース「てんとう虫」
昭和の日
早稲田集会所 10：00～
早稲田公民館 10：00～
市営集会所 10：30～
早稲田公民館 10：00～
早稲田三丁目町内会 幹事会
早稲田二丁目上 「100歳体操」
春の交通安全運動
４月６日（金）～１５日（日）
早稲田公民館 19：00～ 早稲田二丁目上集会所 13：30～
①「子供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」
早稲田中PTA 役員総会
②「自転車の安全利用の推進」
早稲田中 19：00～
③「全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底」
④「飲酒運転の根絶」

２日

振替休日

３日
憲法記念日

毎週月・木
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
早稲田社協 225-3685

４日
みどりの日

５日
こどもの日

６日

