２０１９年（平成３１年）２月
月
２８日
女性会「わっせ」練習
早稲田集会所 19：15～20：45

火
２９日
早稲田集会所 10：00～

４日

５日
いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」

1１日

水
３０日

金
１日

土
２日

日
３日

門前清掃の日
節分
東区体連・スポーツ推進員スポーツ研修会
早稲田公民館 10：00～
市営集会所 10：30～ 早稲田二丁目上集会所 13：30～ 東区PTA連合研修大会
早稲田二丁目上 「100歳体操」 夜間安全パトロール
21：00～
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
早稲田二丁目上集会所 13：30～
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

６日

７日

８日

９日

１０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」
早稲田集会所 10：00～ 早稲田三丁目すこやかタイム「100歳体操」
市営集会所 10：30～ 早稲田二丁目上町内会 幹事会
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」 早稲田二丁目上集会所 19：00～
早稲田二丁目上集会所 13：30～ 東二丁目上町内会 役員会
社協 役員会
早稲田集会所 19：00～
早稲田集会所 19：00～

１２日
早稲田小学校 参観懇談（中）

１３日

早稲田中学校 1・2年参観・懇談
いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」 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
民児協 健康相談室
早稲田公民館 9：30～11：00
・積雪・凍結時のスリップ事故に気をつけよう！
東二丁目
ぼちぼち
・明るい安全なまちづくり 「一家一点灯」にご協力ください！！
早稲田集会所 10：00～
（学区防犯組合連合会）

１８日

木
３１日

発行元：早稲田学区社会福祉協議会

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」 早稲田二丁目上 ともえ会 いきいきるーむ

立春
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 14：30～15：30
女性会「わっせ」練習
早稲田集会所 19：15～20：45
建国記念の日

早稲田学区 行事予定表

１４日

１５日

１６日

１７日

早稲田小学校 参観懇談（高）
早稲田中学校 協力者会議
第25回東区親善卓球大会
市営集会所 10：30～ 東二丁目上町内会 幹事会
ふれあい推進協議会 早稲田中学校 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 「100歳体操」
早稲田集会所 19：00～ おもちゃ病院
早稲田公民館 体協 定例会
早稲田二丁目上集会所 13：30～
わせぼんだいこ 練習
早稲田集会所 19：00～
早稲田中 入学説明会・物品販売
早稲田中武道場 18：00～20：00
早稲田中 14：30～
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～
早稲田三丁目すこやかタイム「100歳体操」
早稲田四丁目町内会 幹事会
早稲田公民館 13：30～
早稲田公民館 19：00～

１９日

２０日

東四丁目 ひだまり
雨水
早稲田小 6年生を送る会
女学院大ゲストハウス 10：00～ いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」 早稲田中1・2年生後期末テスト（～22日）
早稲田二丁目上 いきいきサロン
早稲田集会所 10：00～ 早稲田三丁目すこやかタイム「100歳体操」
いきいきサロンよりみち「ハンドベルの練習」
早稲田二丁目上集会所 11：00～
早稲田公民館 10：00～
女性会「わっせ」練習
早稲田集会所 10：00～
早稲田集会所 19：15～20：45

早稲田四丁目ちゃのみば「100歳体操」

２１日

２２日

２３日

２４日

オープンスペース「てんとう虫」
東区出会い・ふれあいフェスティバル（～24日）
早稲田公民館 10：00～ 女性会定例会
早稲田中PTA 購買運営委員会・役員総会
早稲田集会所 10：00～
早稲田二丁目上集会所 13：30～
早稲田中 18：00～
早稲田二丁目上 であいサロン 夜間安全パトロール
21：00～

早稲田四丁目ちゃのみば「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 14：30～

早稲田小学校協力者会議

２５日

２６日

２７日

２８日

いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」 キャトルセゾン※注
早稲田四丁目ちゃのみば「100歳体操」
早稲田集会所 10：00～
早稲田集会所 10：00～
早稲田公民館 10：00～12：00
市営集会所 10：30～
早稲田三丁目すこやかタイム「100歳体操」 早稲田二丁目上 「100歳体操」
早稲田三丁目町内会 役員会
東区公衛協推進大会
早稲田公民館 19：00～
早稲田公民館 10：00～ 早稲田二丁目上集会所 13：30～
女性会「わっせ」練習
早稲田三丁目町内会 幹事会
早稲田集会所 19：15～20：45
早稲田公民館 19：00～

１日

２日

３日

東二丁目 ぼちぼち・ぴよぴよサロン

※注“キャトルセゾン”
は早稲田地域のハンディ
キャップを持つ子どもの
保護者が集まる会で、2月・
5月・9月・12月の第3
水曜日10時～12時
早稲田公民館和室で
開催しています。

イノシシはどんな所に住んでいるんだろう？
山の動物と思われがちですが、我々人間と
まったく同じ標高に住む動物です。
山間に住む動物です。しかし近年は水田の
耕作放棄地なども絶好の生息場所となって
います。

イノシシは何を食べているんだろう？
雑食性で何でも食べます。新葉、地下茎や根、落ち
たドングリなど植物質がほとんどですが、昆虫の幼虫、
ミミズ、サワガニ、カエルなども食べます。
（山すそまで住宅地のある西区では、生ゴミなどが餌と
なっており、これがイノシシ出没の一因と考えられます）

イノシシと出会ったらどうしたらいいんだろう？
慌てないで落ち着いて対処しましょう！ イノシシは非常に臆病な動物で、私たちがイノシシを
怖いのと同様にイノシシも人が怖いのです。 相手（人）が自分（イノシシ）より弱いと判断すると、
大胆になる可能性があります。 イノシシも警戒しています。絶対に背中を見せないようにし、
慌てて逃げないでください。
誤解されている特徴
夜行性のイメージがありますが、昼間行動す
る昼行性の動物です 。 イノシシは大きなキバ
を持ち、疾走しているイメージはありません
か？でも、理由もなく疾走することはありませ
ん。イノシシは、逃げるときに疾走します。

私たちにできることって何だろう？
・餌になるようなものを庭等に放置しない。
（餌付けをしない）
・すみかとなるような繁みなどの草刈りを行う 。
・イノシシの移動を妨げる囲いや柵を設置する 。

情報元：広島市ホームページより

