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早稲田学区 行事予定表
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３日

発行元：早稲田学区社会福祉協議会

金
４日

土
５日

日
６日

早稲田小 集団下校

門前清掃の日
憲法記念日
みどりの日
こどもの日
東二丁目上町内会 総会
早稲田小 一年生を迎える会・遠足 早稲田四丁目「ちゃのみば」100歳体操 ともえ会 いきいきる～む
早稲田二丁目上 木遣り唄の練習
早稲田集会所 10：00～
早稲田集会所 10：00～
市営集会所 10：30～ 早稲田二丁目上集会所 13：30～ 早稲田二丁目上集会所 13：30～
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
早稲田集会所 19：00～

いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」

７日

８日

９日

東四丁目 「ひだまり」
女学院ゲストハウス 10：00～
おはなし会
早稲田公民館 14：30～
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」

１４日

１５日

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

１６日

早稲田集会所 10：00～

早稲田公民館 10：00～

いきいきサロンよりみち「ハンドベルの練習」

早稲田集会所２階 10：00～

２１日

２２日

小満
早稲田中 代休
東四丁目 「ひだまり」
女学院ゲストハウス 10：00～
早稲田三丁目町内会 役員会
早稲田公民館 19：00～
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」

東二丁目 「ぼちぼち」
早稲田集会所 10：00～
わっせ 練習日
社協だより編集会議

１１日

１７日

２３日

１２日

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～
早稲田２丁目上 であいサロン
早稲田二丁目上集会所 14：30～
社協 総会
早稲田集会所 19：00～

２４日

１３日

早稲田中 協力者会議
母の日
ふれあい活動推進協議会
早稲田中学校
早稲田中 土曜日参観・PTA総会
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

いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」 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

自転車の盗難に注意！！２重ロックをしましょう
早稲田学区防犯連合組合

２８日

１０日

早稲田四丁目「ちゃのみば」100歳体操 民児協 定例会
子育てオープンスペース
早稲田集会所 10：00～
早稲田公民館 9：30～11：30
市営集会所 10：30～
早稲田公民館 13：30～
早稲田二丁目上町内会 総会・幹事会
民児協 健康相談室
早稲田二丁目上 100歳体操
早稲田公民館 9：30～11：00 早稲田二丁目上集会所 13：30～ 早稲田二丁目上集会所 19：00～
早稲田三丁目「すこやかタイム」100歳体操 社協 常任理事会
東二丁目上町内会 役員会
早稲田公民館 13：30～
早稲田集会所 19：00～
早稲田集会所 19：00～
第39回東区民スポーツ大会競技部会 学校体育施設開放委員会総会
早稲田公民館 19：00～

１９日

２０日

東二丁目上町内会 幹事会
早稲田中学校 第24回体育祭
体協 定例会
早稲田集会所 19：00～
早稲田中グランド
早稲田集会所 19：00～
早稲田二丁目上 木遣り唄の練習
早稲田二丁目上集会所 19：00～
東区P連 理事会・総会・懇親会
ホテルセンチュリー２１広島

２５日

２６日

２７日

早稲田小 ６年修学旅行（～24日） 早稲田四丁目「ちゃのみば」100歳体操 オープンスペース「てんとう虫」
女性会 定例会
第39回東区民スポーツ大会
早稲田集会所 10：00～ いきいきサロンよりみち
市営集会所 10：30～
早稲田公民館 10：00～12：00
早稲田集会所 10：00～ マエダハウジング東区スポーツセンター他
「ストレッチ体操で健康づくり！」早稲田二丁目上 100歳体操
わせぼんだいこ 練習日
早稲田公民館 10：00～ 早稲田二丁目上集会所 13：30～
早稲田中武道場 18：00～20：00
早稲田三丁目「すこやかタイム」100歳体操 早稲田アカデミー
「現金送れ」、「還付金があります」はサギ！
早稲田公民館 13：30～
早稲田公民館 13：30～
おかしいと思ったら誰かと相談しましょう！ 早稲田学区防犯連合組合
早稲田三丁目町内会 幹事会
早稲田公民館 19：00～

２９日

３０日

３１日

１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「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

早稲田集会所 10：00～

早稲田公民館「おはなし会」
平成30年度より、毎月第①月曜日14：30～（予定）
早稲田公民館児童コーナー
「おはなし会」は
【牛田早稲田おはなし会】と
【早稲田女性会】が交互に受け持ち、
皆さんに絵本の読み聞かせを開催しています。

早稲田公民館 10：00～

早稲田小 協力者会議

２日

３日

門前清掃の日

市営集会所 10：30～

絵本を読み聞かせる効果
1. 親子のコミュニケーションのきっかけになる
2. きれいな絵を見て、感性が豊かになる
3. いろいろな世界に触れることで、知的好奇心が刺激される
4. 場面を想像することで、想像力が育つ
5. 言葉の表現を知ることで、語彙力が育つ
語彙力：どれだけ多くの単語を知っているか

「語彙力」（ごいりょく）を伸ばす読み聞かせのポイント
（ネットサイト「ウチコト」より）
内田伸子教授（十文字学園女子大学）の研究結果は、
とてもシンプルでした。
それは、「子どもと楽しい経験を共有する」ことだそうです。
【強制型】・・・「言いつけた通りにするまで責め立てる」
「何度も事細かに言い聞かせる」
「するべきことをするまで何回でも指示する」
という方法です。

【共有型】・・・「一緒に楽しい時間を過ごす」
「子どもにたびたび話しかける」
「子どもが喜びそうなことをいつも考える」
という方法です。
【強制型】のしつけよりも、【共有型】のしつけの方が、子ど
もの語彙力を伸ばすことが分かったそうです。また、親の
学歴や教育投資よりも、この「しつけスタイルの違い」の
方が、子どもの語彙力への影響が大きいということも分か
りました。

