２０２０年（令和２年）３月
月
２４日
振替休日

早稲田学区 行事予定表

火
２５日

水
２６日

木
２７日

発行元：早稲田学区社会福祉協議会

金
２８日

土
２９日

日
１日

オープンスペース「てんとう虫」
友楽タイム「ビーチボールバレー」
早稲田公民館 10：00～
市営集会所 10：20～
早稲田公民館 10：00～
早稲田公民館 10：00～
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・ぴよぴよサロン 早稲田二丁目上 100歳体操
社協 防災ネット連絡会
わせぼんだいこ 練習日
早稲田二丁目上集会所 13：30～
早稲田集会所 10：00～ 早稲田集会所 10：00～
早稲田公民館 19：00～
早稲田中武道場 18：00～20：00
早稲田三丁目町内会 幹事会
早稲田公民館 19：00～
牛田・早稲田地域包括支援センター出張相談所 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2階松の間 9：30～12：00

２日

３日

４日

５日

東区女性スポーツ大会

６日

７日

８日

早稲田三丁目すこやかタイム「100歳体操」 啓蟄
早稲田小・早稲田中 休業
友楽タイム 「伝承遊び」
BOSAIカフェ
～3/25、以降春休み
早稲田公民館 10：00～ 早稲田四丁目ちゃのみば「100歳体操」 早稲田ニ丁目上集会所 13：30～
早稲田公民館 10：00～12：00
早稲田公民館 14：00～17：00
いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」
東四丁目 ひだまり
市営集会所 10：20～ 社協 わせだねっとパト連絡会 わせぼんだいこ 練習日
女学院大学ゲストハウス
早稲田集会所 10：00～
早稲田二丁目上 100歳体操
早稲田公民館 19：00～
早稲田中武道場 18：00～20：00
早稲田二丁目上集会所 13：30～
おはなし会
早稲田公民館 14：30～
社協 じょうほうネット連絡会
早稲田公民館 19：00～
社協 役員会
早稲田集会所 19：00～
早稲田二丁目上 ともえ会 いきいきるーむ

マエダハウジング東区スポーツセンター 10：00～

９日

１０日

１１日

１２日

１３日

１４日

１５日

牛田・早稲田地域包括支援センター出張相談所 早稲田中PTA 皆勤賞授与式
早稲田中 第25回卒業証書授与式 早稲田二丁目上町内会 幹事会 おもちゃ病院
東二丁目「ぼちぼち」
体協 定例会
早稲田集会所 10：00～ 早稲田集会所2階松の間 9：30～12：00
早稲田中学校・体育館
早稲田中体育館 10：00～ 早稲田二丁目上集会所 19：00～
早稲田公民館 10：00～
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」 子育てオープンスペースにこにこ広場わせだ 早稲田四丁目ちゃのみば「100歳体操」 東二丁目上町内会 役員会
学区老連会議
早稲田集会所 10：00～
早稲田公民館 9：30～11：30
市営集会所 10：20～
早稲田集会所 19：00～
早稲田集会所 10：30～
民児協 健康相談室
早稲田二丁目上 100歳体操
早稲田四丁目町内会 幹事会
早稲田公民館 9：30～11：00 早稲田二丁目上集会所 13：30～
早稲田公民館 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
早稲田公民館 13：30～
早稲田集会所 19：00～
青少年指導員パトロール

１６日
東四丁目 ひだまり
女学院大学ゲストハウス

１７日

１８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「お笑い！一人芸」

早稲田集会所 10：00～

１９日

２０日

２１日

早稲田小 第40回卒業証書授与式 春分の日

早稲田公民館 10：00～

早稲田小体育館 10：00～ 東二丁目上町内会 幹事会
早稲田集会所 19：00～
早稲田公民館 13：30～
市営集会所 10：20～
早稲田二丁目上 100歳体操
早稲田ニ丁目上集会所 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～
社協 まちづくり推進部会
早稲田公民館 19：00～

２２日

わせぼんだいこ 練習日
体協 定例会
早稲田中武道場 18：00～20：00
早稲田集会所 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

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
２３日

２４日

早稲田中 三者懇談（24日）
早稲田小 給食終了
牛田・早稲田地域包括支援センター出張相談所
東二丁目「ぼちぼち」
早稲田集会所 10：00～ 早稲田集会所2階松の間 9：30～12：00
いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」
早稲田三丁目町内会役員会
早稲田公民館 19：00～
早稲田集会所 10：00～
早稲田二丁目上町内会
「廻る寿司」で愉しく会食！！
くら寿司（広島祇園店） 11：00～

３０日
社協だより編集会議

３１日
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～

２５日
早稲田小 修了式・離退任式
早稲田中 修了式

２６日

２７日

２８日

２９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

市営集会所 10：20～

早稲田女性会 定例会
早稲田公民館 10：00～
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」 早稲田二丁目上 100歳体操

早稲田公民館 10：00～ 早稲田二丁目上集会所 13：30～
早稲田三丁目町内会幹事会(総会）
早稲田公民館 19：00～

自転車盗難多発!! 2重ロックをしましょう！
「危ないよ スマホじゃなくて 周り見て！」
（学区防犯組合連合会）

１日

２日
社協 役員会
早稲田集会所 19：00～

３日

４日

５日

