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去年から会場が早稲田中学校になった盆おどり大会 会揚：早稲田中学校

途中小雨がパラつくこともありましたが、

なんとか太鼓もたたくことができました。

←↑大声大会では小学生が

思いっきり叫びました→

↑ 盆おどりの準備 ↓ 
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学区内は工事車両がたくさん通ります。気を付けましょう'I 
麗の匂包鷲のプ苧宣ん慮 Jlil 

早稲田のまちをプ千散歩。工事も進んでいるし、自然も発見！
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2019年（令和元年） 9月 早稲田学区 行事予定表 発行元：早稲田学区社会福祉協議会

月 火 水 木 金 土 日

26日 2 日 ,c日 29日 30日 31日 1日
社協だより編集会議 牛田・早稲田地域包括支援センター出張相談所 早稲田小 授業再開 早稲田四丁目「ちゃのみば」100歳体操 早稲田中学校協力者会議 早稲田女性会定例会

喉東二丁目 ぼちぽち＆ぴよぴよサロン 早稲田集会所2階松の間 9:30~12:00早稲田三丁目「すこやかタイム」100歳体操 市営集会所 10:30,...__, 、---iヽ _111r¥ 早稲田集会所 10:00"'-'
早稲田集会所 10:00,...._,いきいきサロンよりみち「サロン&100歳体操J 早稲田公民館 10:00,......,早稲田二丁目上 100歳体操盪i~ わせぽんだいこ練習日

女性会わっせ練習日 早稲田集会所 10:00,......,

曇
早稲田二丁目上集会所 13:30,..._, 早稲田中武道場 18:00,..._,20:00 • 

早稲田集会所 19:15,....__,20:45

又~-- 3日
5日＇ 漣... - '..  ... 

2日 B■ 4日 6日 7日 8日
東四丁目 「ひだまり」

, 
骨 いきいきサロンよりみち「サロン&100歳体操」 早稲田中前期期末試験 (,--..,5日）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一む 早稲田二丁目上木遣り唄の練習 白露

女学院大学ゲストハウス 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 市営集会所 10:30,--..., 工場見学（にしき堂） 早稲田二丁目集会所 13:30'"'-'第28回牛田三学区親善スポーツ大会
「おはなし会」 早稲田公民館 10:00,......, 早稲田二丁目上「100歳体操」 第17回早稲田ふれあいまつり実行委員会 わせぽんだいこ練習日 マエダハウジング東区スポーツセンター他

早稲田公民館 14:30,....__,15:30

~;rr 
早稲田二丁目上集会所 13:30~ 早稲田公民館 19:00,...._., 早稲田中武道場 18:00"-'20: 00 体協定例会

わっせ練習日 社協役員会 早稲田集会所 19:00~
早稲田集会所 19:15,...,__,20:45 早稲田集会所 19:00-----

ッ日 10日 11日 12日 13日 14日 15日
東二丁目「ぽちぽち」 牛田・早稲田地域包括支援センター出張相談所 民児協健康相談室 早稲田四丁目 「ちゃのみば」100歳体操 早稲田二丁目上町内会幹事会 友楽タイム「ソフトボール」 東区体連・スポーツ推進員合同研修会

早稲田集会所 10:00,--...,早稲田集会所2階松の間 9:30~12:00 早稲田公民館 9:30---...,11: 00 市営集会所 10:30,......,早稲田二丁目上集会所 19:00,....., 早稲田小学校 10:00,....., ユニカール
わっせ練習日 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 早稲田二丁目上「100歳体操」 東二丁目上町内会役員会 早稲田四丁目町内会幹事会
早稲田集会所 19:15"-'20:45 早稲田集会所 10:00'"'-' 早稲田公民館 9:30,...,__,11:30 早稲田二丁目上集会所 13:30~ 早稲田集会所 19:00,.._, 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 早稲田中PTA夜間安全パトロール

早稲田公民館 13:30'"'-' 早稲田集会所 19:00,...._, 早稲田学区内 21:00"' 

青少年指導員パトロール
16日 17日 18日 19日 20日 _, 日

""日
敬老の日 東四丁目 「ひだまり」 いきいきサロンよりみち 早稲田四丁目 「ちゃのみば」100歳体操 民児協定例会 東区PTA親善スポーツ大会

女学院大学ゲストハウス 10:00,....__, 「水引」を楽しもう 市営集会所 10:30,...,_, 早稲田公民館 13:30- 東区スポーツセンター 9:30
いきいきサロンよりみち「サロン&100歳体操」 早稲田公民館 10:00,..,_,早稲田二丁目上「100歳体操」 東二丁目上町内会幹事会 おもちゃ病院 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 早稲田二丁目上集会所 13:30"-'
． 

早稲田集会所 19:oo--....東四丁目防災講演会
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 13:30,...._, 早稲田二丁目上「であいサロン」 早稲田三丁目町内会役員会 早稲田公民館 10:00,-..._,

ず遮ーらヽ,一-E吝-'~~こ'"- 早稲田集会所 10:00,....__, 早稲田二丁目上集会所 14:30,..__, 早稲田公民館 19:00,..._,早稲田四丁目の集い
ライオンズマンション集会室 11:00,...,_, ‘ ヽ

:f -'~V -v  
官 l : ～ 

~̀土,•.. —囀•呵.三稲田―丁目上木遣り唄の練習 19:00~
~.... 日 ＿ 日 ~o 日 26日 27日 28日 29日

秋分＇）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 1年生野外活動 (~27日）早稲田四T目 「ちゃのみば」100歳体操 オープンスペース「てんとう虫」 早稲田小運動会
早稲田集会所2階松の間 9:30~12:00早稲田三丁目「すこやかタイム」100歳体操 市営集会所 10:30,...,__, 早稲田公民館 10:00,....__,12: 00 早稲田女性会定例会
いきいきサロンよりみち「サロン&100歳体操」 早稲田公民館 10:00---...,早稲田二丁目上「100歳体操」 早稲田集会所 10:00"-' 

早稲田集会所 10:00,...__,東二丁目「ぽちぼち」 早稲田二丁目上集会所 13:30,...__, I 

工事車両が増えています！早稲田集会所 10:00"" 1車の運転をされる方へ
秋の交通安全運動 9月21日（土） ,-._,30日（月）

「子ともと高齢者の安全な通行の確保と
早稲田アカデミー

~ 
団地内は、スピードを落として運転しましょう！

高齢運転者の交通事故防止」
早稲田公民館 13:30,..,._, 一旦停止の箇所がたくさんあります左右確認をしてください！

（早稲田学区防犯組合連合会） ＇ 
早稲田三丁目町内会幹事会 登下校時は子ともたちへの配慮をお願いいたします。

早稲田公民館 19:00,....._, ． I 

30日 1日 2日 3日
直

4日 臣日 I H 臨 ． -... 
早稲田小代休 ,, 

ヽ`  社協だより編集会議 わせだ防災マップを活用しましょう！
一• 9月1日は「防災の日」、 8月30日-9月5日は「防災週間」です 「わせだ防災マップ」 (2018年3月発行）は、学区内の危険な場所

や避難場所などがわかるのはもちろんのこと、地震や土砂災害、火災
みなさんは、災害に対する備えが 口 地震に備えて家具やテレビ、冷蔵庫などの固定している への備えなどがチェックリストで簡単に確認できるようになっていま
できていますか？ 口 火災報知器がきちんと鳴るか、毎年点検している す。ぜひ、こ活用ください！
右の内容についてセルフチェックを 口 使用可能な水や食料・簡易トイレなどを備えている
してみましょう！

口 いざという時の避難先や家族の連絡方法を決めている
《わせだ防災マップが必要な方は》早稲田社協事務局 225-3685まで

‘ -""' 



ふ卵「棗しく麟を学びましょう」
7月17日（水）

「わせだ防災マップ」にて地域と自宅との現況を把握、また

避難ルートも確認出来ました。ありがとうございました。

①地域で一番高い場所（ライオンズヒルズ）

②広域避難場所

（広島女学院大学グラウンド）

③状況によって避難できる場所

（早稲田集会所他三ケ所

④土石流が発生しそうな場所（九か所）

⑤公衆電話（二か所）

川島防災士による【災害発生の危険な現状について】のお話も

よく理解出来ました。

避難準備・高齢者等避難開始（レベル3)、

土砂災害大雨警報時避難勧告（レベル 4)

どのタイミングで避難するかを決めておく

ことが大切で、常日頃から心と行動の準備

を万全にしておくこ

｀
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昇；~:~!'.~、 t、~遍l ありがとうござ~:~:『五PTA会長 庄司抄織

後海は許されません ... なゆ0や⇔心心な...."" ...... " ........ """ゆ""""""""""なむ......なゆ0ゆ0ゆ...命"""
自分の身は自分で守る勇気と心構えを徹底

していきましょう。 東4 奥正樹 ．
i「青少年によし環境をあたえる遍崩

…………………........................... …………………i 東区推進大会」に参加して
P I 7月6日（土） 、東

：区青少年健全育成連絡

；協議会及び東区役所の

i主催で、上記大会が、

；東区民文化センターで

：行われました。今年の

；主要テーマは、 「視覚

；障害の方に対する理解と支援」。催しはアトラクショ

；ン（グループソング）と、特別支援に携わっている2

友楽タイム実行委員・ジュニアリーダー 早稲田小 6 高田花帆 ；名の方の講演でした。視覚障害、又その支援方法等々

；私自身知り得てなかった点が多々ありましたが、一

：貫して根底を流れていたメッセージは、 II相手に寄り

：添ったコミュニケーション‘‘であったと思います。大

；会に参加してその重要性を再認識させられた一日で

；した。

-り~~ 霞》濠〉と,~バ》會唇り,,
7月 13日（土）公民館で、友楽タイム実行委員

として、ポンポンとプラバン作りに参加しました。

小学生だけではなく中学生も参加し、楽しい会になりました。

友楽タイム実行委員の大人も方々も、やさしく教えてください

ました。プラバン作りは家でもできると思うので、家族で楽し

んでほしいです。

iおはよう今日も1日がんばろう！！
。 7/2日（火）に『おはよう今日も 1日がんばろう！！』

：のあいさつ運動がありました。早稲田小学校からは、

; 38名の参加をいただきました。保護者の方の感想、

；気付きの中に、 「青パトでの地域の方のパトロール、

：声かけに感謝します。」 「大人も子どもも元気に挨

！拶してくれて気持ちのいい朝でした。」とありまし

；た。私が立ったところは小学校の正門前で大人の方

：とすれ違うことはなかったですが、子ども達が元気

：に挨拶をして学校に入って行く姿を見ることができ

。ました。 共働きの保護者が増える中で、こういった

：活動が続けられるのも地坑.!l i'lilii 

：の方の協力があってこそと、

：改めて感じることができま

：した。青パトで巡回してく

：ださった皆様、保護者と一

i緒にあいさつ運動に参加し

：てくださった皆様、本当に
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青少年指導員 細川潔
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：↓姫リンゴ＇の木がある公榎、さてどこの公菌でしよう？ f';:;:'..-:;.1.-;1.~ 帳~ 「止まれ」が消えそうです↓

~- -~ クロ見つけ！→ - - LILIのになぁ…
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もうコスモスが

咲いていました↓
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