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高齢者の皆さん! (10歳叫う
広島市のキャラクター

新しいポイント手帳が届きましたか？
8/31までのポイントをつけた手帳は、提出されましたか？
※ ポイント手帳の提出期限は、使用期間が終了した年の翌年の 3月31日まで（必着）です。

（例） 手帳の使用期間：平成29年9月 1日～平成30年8月31日

手帳の提出期限：平成31年3月31日

※ 奨励金の支給時期は、使用期間が終了した年の 10月以降（順次）になります。

（ポイント上限に達し早期に提出された場合も含む。）

※ 広島市が電話や訪問により、口座清報をお尋ねすることはありません。

ポイント事業協力医療機関があります！
広愚汚

健診を受診されたときに、スタンプを押してもらえる医療機関です。

ポイント事業協力牛田地区の医療機関は、下記の通りです。 (2018年5月31日現在）

スタンプ押印については、医療機関でお尋ねください。

く医科＞

山路内科医院（牛田旭2-4-14)

医療法人渡部内科医院（牛田新町 1-6-36)

すみよし内科クリニック（牛田新町 3-14-23)

水入クリニック（牛田早稲田 1-23-8)

新田内科医院（牛田早稲田 1-24-1)

津谷内科呼吸器科クリニック（牛田早稲田 1-6-3)

外科胃腸科 いとう医院（牛田中 1-11-12)

吉本脳神経外科内科医院（牛田中 1-6-12)

こだまクリニック（牛田東 1-1-26)

リバーサイド内科クリニック（牛田南 1-7-8)

医療法人社団聖愛会 牛田クリニック（牛田本町3-6-4)

く歯科＞

梶谷歯科医院（牛田旭 1-13-11)

なほ歯科医院（牛田新町3-5-6)

かとう歯科・矯正歯科（牛田新町3-7-43)

歯科おかもと医院（牛田新町4-18-2)

能美歯科医院（牛田中 2-1-24)

クリスタル歯科医院（牛田東2-12-36)

たまき歯科医院（牛田本町2-1-21-lF)

医療社団法人益田歯科医院

（牛田本町3-3-15 プレシュ牛田 20 1) 

冷蔵庫の炭急医療キット

冷蔵庫の中に、救急医療キットを

入れていらっしゃる方... ! ! 

中身の情報は変わっていませんか？

かかりつけの医療機関、お薬など

新しい情報に変えてくださいね。

救急医療キットを購入希望の方は、

お住まいの町内会長・民生委員へ

連絡ください。 (1セット： 200円）

お問い合わせは、

早稲田学区社会福祉協議会へ

拿082-225-3685(午前）
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1日 2日 ／ 3日 4日 5日 6日 7日

早 稲田小代休 門前清掃の日 • 早稲田中前期終業式 早稲田四丁目「ちゃのみば」100歳体操 早稲田小前期終業式 早稲田二丁目上「木遣りの唄」練習 し、 ヽ

東四丁目ひだまり 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」 市営集会所 10:30"'-'早稲田二丁目上ともえ会いきいきる一む 早稲田二丁目上集会所 13:30----- 雫—女学院大ゲストハウス 10:00.-..., 早稲田集会所 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 13:30'"'-' 「わせぼんだいこ」の練習

おはなし会

9-:)IK_ ~ b 一

早稲田二丁目上集会所 13:30~ 社協まちづくり推進部会 早稲田中武道場 18:00"-'20:00 • 
早稲田公民館 14:30"-' 社協役員会 早稲田公民館 19:00"--' ・言

女性会わっせ練習日 憂,、早稲田集会所 19:00- -~" ,-

,.,__’犀‘ 

1t1 _ .. \~:-.. 早稲田集会所 19:15,...__,20: 45 

8日 ＊ー、 9日 ノヽ 一 10日 11日 12日 13日 14日

寒露 月● 早稲田小後期始業式 民児協健康相談室 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 友楽タイム「山登り」 早稲田二丁目上秋まつり準備

体育の日 ヽぅ 早稲田中後期始業式 早稲田公民館 9:30,......., 11: 00 市営集会所 10:30,...._, 早稲田集会所 19:00,...__,防災研修「防災先例地視察」 早稲田二丁目上集会所 10:00~
第22回早稲田学区町民グラウンドゴルフ大会 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 早稲田二丁目上「100歳体操」 早稲田二丁目上町内会幹事会 安佐南区緑井 8:30,..___,第24回スポーツレクリエーションフェスティバル

早稲田中グランド 8:30"-' 早稲田集会所 10:00,..__, 早稲田公民館 9:30"'-'ll :30 早稲田二丁目上集会所 13:30"-' 早稲田二丁目上集会所 19:00,.....,早稲田四丁目町内会幹事会 広島広域公園他

東二丁目ぼちぼち 社協常任理事会 早稲田中PTA 夜間安全パトロール 早稲田公民館 19:00"-' r ヽ

竺芦誓わ
早稲田集会所 10: 00,-.._, 11 : 30 早稲田集会所 19:00---- 21: 15,....., 

] ~ -~ 、
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一15日 16日 17日 18日 19日 20日

21日環 嚇 9東四丁目ひだまり 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 早稲田中復習テスト ("-19日学区老連GG大会・懇親会 平成30年度東区青少年健全育成大会 早稲田神社秋季大祭

女学院大ゲストハウス 10:00'"'-' 早稲田集会所 10:00"-' 「牛田・早稲田の歴史を学びましょう！」 早稲田四丁目「ちゃのみば」100歳体操 牛田早稲田第二公園・早稲田集会所 東区民文化センター 秋祭りこども神輿

女性会わっせ練習日 いきいきサロンよりみち「ハンドベルの練習」 早稲田公民館 10:00,...._., 市営集会所 10:30,....., 民児協定例会 おもちゃ病院 各町内会

早稲田集会所 19:15,...,_,20:45 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 13:30........, 早稲田公民館 10:00,..._.,12:00体協定例会

汀漬
早稲田公民館 13:30.......,早稲田二丁目上集会所 13:30,....., 東二丁目上町内会幹事会 「わせぽんだいこ」の練習 早稲田集会所 19:00,--..,

早稲田二丁目上であいサロン 早稲田集会所 19:00,...,_, 早稲田中武道場 18:00"-'20:00
9!}P 早稲田―丁目上集会所 14:30,..._,
，，` 

22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日

東二丁目ぼちぼち 霜降 早稲田三T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 オープンスペース「てんとう虫」 友楽タイム「室内雪合戦」

早稲田集会所 10:00,--..., 11: 30 早稲田三T目すこやかクラブ研修旅行 早稲田公民館 10:00,......, 市営集会所 10:30,...,,_, 早稲田公民館 10:00-12:00 早稲田公民館 10:00------

社協だより編集日 いきいきサロンよりみち「サロン&100歳体操」 早稲田三丁目町内会幹事会 早稲田二丁目上「100歳体操」 早稲田中合唱大会 子育てing「子どものかわいい写真の撮り方」

早稲田三丁目町内会役員会 早稲田集会所 10:00,....__, 早稲田公民館 19:00,..._,早稲田二丁目上集会所 13:30,....., 早稲田中体育館 早稲田公民館 10:00"-' 

早稲田公民館 19:00"-' 早稲田アカデミー 早稲田ふれあいまつり第2回実行委員会 女性会定例会

女性会わっせ練習日 早稲田公民館 13:30,...,_, 早稲田公民館 早稲田集会所 10:00"-' 

早稲田集会所 19:15.......,20: 45 早稲田中PTA 夜間安全パトロール

21:15"-' 

29日 30日 31日 1日 2日 ~ 3日 4日

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」 早稲田小5年野外活動(.......,11月2日） 早稲田四丁目「ちゃのみば」100歳体操 門前清掃の日 ／ 文化の日

早稲田集会所 19:15,....._,20:45 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J 市営集会所 10:30,...__, ヽ
早稲田公民館 10:00,,..,__早稲田二丁目上「100歳体操」 一

這—
早稲田二丁目上集会所 13:30~ 

社協役員会

--ti 早稲田集会所 19:00"-'

毎週月・木 10: 00r-v12: 00 
-... 
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早稲田学区見守りサポートセンター【電話で声かけ】 恩 安全なまちづくり
I 

【ボランティアバンクの受付】 I 

一 Fコ—l ― L― .:J 
「一家一点灯」にご協力ください！！ （早稲田学区防犯組合連合会）

早稲田社協 225-3685 I j 



夏休み夜間パトロール
中学校 PTAでは、毎年夏休みに地域の方と保護者で

夜間バトロールを実胞 していまず。今年は7月27日と

8月 17日の 2.1時半から行いました。多 くの方にご協

ヵいただき、各町内に分かれて公菌など＇早稲田学区を /,¥ 

トロ，ールしました。住宅街など街灯がある明るい場所が

ある一方で、 建築現場や空ぎ地付近で暗い場所があるな

ど、犯罪ゃ裏故が起きる可能性がおると思われる場所に

ついて、再確認するごとができました。 2れからも防犯

・ ・一 意識を高め、安全で住みや

すい町づくりを 1しがけたい

と思います。暑い中、夜間

にもかかわらず、た＜＇さん

'b)方に参加・し'tl iただぎお

りがとうさがいました§

：． ・ 中p.. 阿土志希子

............................................................................................ 

・牛田地区原爆死没者追悼式典
8月1日（水）『牛田地区原爆死没者追悼式典』が、牛田

公園にて行われました。早稲田小学校の児童と早稲田中学

校の生徒が「折り鶴」を奉納しました。
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............................................................................................... 

忙）習戸謬戸瞑］定:Q a 
ジュニアオリンピッり杯ヴ胃9ボ祢含

8月22~26日に東京辰巳国際

水泳場で『第41回全国JOCジュ

ニアオリンピックカップ夏季水

泳競技大会』が開催され、早稲

田小学校6年生の内田実佑さん

が100m平泳ぎで出場しました。

以下は内田さんの感想です。

今回は昨年より緊張せずに

自分なりに泳げました。ペ

ストは出なかったけど、予

想より 1順位が良かったので

楽しく泳ぐことができまし

た。また次もミの大会に出

場して自己記録を更新した

いです。

ハグ

謹所運営ゲーム「HUG」
8月 5日（土）防災研修会

「避難所運営ゲーム

『HUG』」に参加しまし

た。早稲田学区は小学生の

ときから住み慣れた場所で

すが、 「早稲田防災マップ」

で見ると、山と豊かな自然に囲まれた地形であるが故に

土砂災害の危険だらけであることがわかります。 7月の

災害で怖くなって防災本を買い漁っていたところに講習

案内のチラシを見かけて、すぐに参加を決めました。講

習では「避難所運営ゲーム」を通して家族構成・年代・

体調等様々な方が集まり協力し合う難しさ、大切さを学

びました。避難経験がなくともまずは自分の身、家族・

友人の身に置き換えて想像し、話し合いを持つだけでも

防災の一歩だと思います。異常気象続きでTVの映像も

明日は我が身。防災本で

読んだ「災害は忘れぬう

ちにやってくる」を心に、

自主防災を進めようと決

心した有意義な研修会で

した。

早4 藤木愛実
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こんにちは！早稲田「更生保護女 IIU:!Dhざ”
肩出籍を見守る社会へ

にごコ

性会」です。現在、 17名の会只で 四叩遵l!I•.•← ; l. 
活動しています。更生保護とは地域＇た Cl -

から犯罪や非行などをなくすこと、

!~ 言；。を~:;:~ニ目「：。!:立。•'!:=
会を明るくする運動 」 として広島駅 匹,•· ·,, ... ... 直....

'・ 、ぬ牽!!flc・奎 ;, ::i .: 

新幹線口やエールエールでの啓発活か・''""●··~ を。さ:~.. ~、::;,m

動、社会復帰支援施設で給食サ
笠 ＿

ービ 匹血..(; .. ;:Jo■ --~ 四．＇”
スと会食、講演会、研修会、清掃活一 点品~-畑
動など行っています。学区内の主な活動は公民館ふれあい

まつりで「薬物乱用防止」のチラシ配布、通学路での小中

学生の見守り• あいさつ運動、募金活動などです。 1 0月

には県立広島学園への施設研修会を予定しています。この

ような活動を通して、 「明るい笑顔のあふれるまち早稲田」

を支えていきたいと思います。

か更生保護女性会では共に活動をして下さる方を

募集しています。どなたでも！

お問合せ

更生保護女性会 原田 090-2298-3454 


