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i4月から、早稲田社協や各町内老人会などのりニュー
lされたサロンが開催されています。
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lぉ近くのサロンにぜひ参加してみてください。
L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

3月3日（金）、早稲田学区のサロン「よりみち」や各町内で行わ

れているサロンのお世話をされている方々43名が集まり「サロン

世話人会」が開催されました。29年度から始まる「介護予防・日

常生活支援総合事業」についての説明や現在の早稲田学区内で行わ

れているサロンの内容・これからの方向性・課題また予算などにつ

いて、話し合いをしました。東区社会福祉協議会や牛田・早稲田地

域包括支援センターの方からも説明をしていただきました。「健康

な体で日々元気に過ごしましょう！」と、各町内で体操も始まり、

サロンの回数も増えます。参加される皆さんが「楽しいね、また来

週来ようね口そんなサロンになるよう実施していきましょう！

ボランティア部　神崎　敏子

公務員官舎解体後の具体的な開発計
画は各社とも今のところ未定とのこ
とですが、地域の環境はまちづくり

の推進に大きく左右されるため、大

部分を購入されたト一夕テ都市開発株式会社に、予てから伝

えていました地域の思いに特段の配慮をいただくよう、再度

文書で要望（2／2）したところです。

＜要望事項＞
1．小規模公園の複数設置

・家ばかりが密集しないよう、憩いの場・緑化空間として

設置を要望します。
2．大きな公園の設置

・ボール遊びも可能な、老若男女の憩いの場・コミュニティ

の場として設置を要望します。

3．明るい街並みの確保
・住宅内安全安心を確保するため死角のない街並と適正な

照明の設置を要望します。
4．町内会加入の紹介（斡旋）

・建物（宅地）販売に当たっては、町内会への加入紹介

（斡旋）を要望します。
5．その他

・開発地域の全戸販売終了までの間、除草等の現地維持管

理の履行について。
・解体・建設等の工事に関して、節目節目の連絡調整の実

施について。

早稲田学区社会福祉協議会　事務局

繊維粥鞘輔
3月13日（月）老人会、町内会の総勢22名で

暖かな春の一日、牛田の町の散策をしました。早

稲田集会所を1⑦時に出発。のんび常吉をしなが

ら、ぽちぽち歩いて早稲田神社へ。女性の宮司さ

んのお祓いを受けて資料館を見学。境内よしI発掘

採取された縄文、弥生時代の石器や矢尻などを拝

見「牛田は広島で一番最初に人が住んだ所なので

すよ」との説明をきき、我が町は昔から皆が集う、

住みやすいいい所培ったのだと、ちょっとうれし

く思いました。つづいて「かうちやんサロン」で

昼食。しっか牛歩いたのでおいしく完食しました。

その後、コーヒーと和菓子でカラオケ。最後は皆

で仲良く肩を組んで「ふるさと」「それいけカー

プ」などを合唱して、14時に聞合しました。健

康と親睦を深められた楽しい一日となりました。
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2017年（平成29年）5月 ���早稲田学区　行事予定表　　　　　　　　　　発行元‥早稲田学区社会福祉蟻会 
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1日 ��2日　　　／ �3日 �4日∴ �5日 �6日－． �7日 

東四丁目ひだまり 　女学院ゲストハウス10：00－ ��門前清掃の日　　　　　稿 �憲法記念日＼ �みどりの日 �立夏　　　　　　　　　●※慈 �rOT ．重態 �東二丁目上町内会総会 　早稲田集会所10：00－ 

早稲田小　遠足1年生を迎える会 � �社協　役員会 �こどもの日　　　　　． 　　　　　　　　　　● �＿J‾‾∴葛し 

＿「1m ��ふれあいいきいきサロンよりみち 「サロン＆体操」 　早稲田集会所10：00～ � �早稲田集会所19：00－ �、1ノ　　　　　　　　， �粗”エ・‘‾ � 

E ��� � �　●●∴ 　′＼● ヽ」 � � 

1細島甲が ���）． � � � � 

8月 ��9日 �10日 �11日 �㌦▼　　　12日 �13日 �1、4日∴＼ 

早稲田中　代休 ��ふれあいいきいきサロン　よりみち �子育てオープンスペース �社協　常任理事会 �ともえ会　いきいきる－む �早稲田中　協力者会議“ふれあい活動推進協議会 �母の日　　　　　　　　Se 

東二丁目「ぼ 　早稲 �、ちぼち」 田集会所10：00～ �「サロン＆体操」 　早稲田集会所10：00～ �「中学校のお兄ちゃんお姉ちゃんと遊ぼう」 　早稲田公民館9：30－11：30 �早稲田集会所19：30～ �早稲田二丁目上集会所13：30～ �早稲田中学校　9：00－ � 

第38国東区民スポーツ大会第2回競技部会 ひろしんビッグウェーブ会議室19：00－ �平成29年度学校体育施設開放委員会総会 　　早稲田公民館18：30～ �早稲田中授業参観・PTA総会 　　　早稲田中学校 � 

わっせ練習日 早稲田集会所19：15－20：45 ��ヽl′ �民児協健康相談室 　早稲田公民館9：30－11：00 ���� 

早稲田四丁目ちやのみば 「100歳体操」 ．∴．市営集会所10：30－ �東二丁目上町内会役員会 　　早稲田集会所19：00～ �早稲田二丁目上「100歳体操」 早稲田二丁目上集会所10：00－11：00 �●　　▼ 

月・木　嶋－ ��莱置 � ���� 早稲田二丁目上町内会総会“幹事会 早稲田二丁目上集会所19：00～ �わせぽんだいこ練習日 早稲田中武道場18：00－20：00 � 88闇雲蜜　　〃　〃℡ ��検 ‾！藷 ��～12．00 � �′ ���ヽ′′ 
早稲田四丁目町内会幹事会 　　早稲田公民館19：00－ �轡 
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1／／5、日詰 ��16日 �17日、 �18／日 �／／19日∴ �20日／／ �21日／ 

東四丁目「ひだまり」 ��ふれあいいきいきサロン　よりみち �早稲田小　参観日〃PTA総会 �東四丁目睦会　一泊旅行（～19日） �民児協　定例会 �早稲田中学校　第23回体育祭 �小満 

女学院ゲストハウス10：00－ ��「サロン＆体操」 　早稲田集会所10：00－ � �島根県　むいかいち温泉「ゆらら」 �早稲田公民館13：30－ �早稲田中グランド �体協定例会 　早稲田集会所19：30～ 

わっせ　練習日 ��� �早稲田二丁目上「100歳体操」 �東二丁目上町内会　幹事会 �友楽タイム「積み木で遊ぼう」 

早稲田集会所19：15－20：45 �� � �早稲田二丁目上集会所13：30－14：30 �早稲田集会所19：00～ �早稲田公民館10：00－12：00 � 

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－ � �わせぽんだいこ練習日 早稲田中武道場18：00－20：00 � 

社協総会 　　早稲田集会所19：30～ � � � 

22／日＼ ��＼＼23日／ �＼24日＼ �＼25日 �26日 �27／日＼ �28日 

早稲田中　代休 ��早稲田小　6年修学旅行（～24日） �ふれあいいきいきサロン　よりみち �早稲田四丁目　ちやのみば �プレミアムフライデー �友楽タイム「校庭で遊ぼう」 �第38国東区民スポーツ大会 

東二丁目「ぼちぼち」 ��ふれあいいきいきサロン　よりみち �「相続“贈与のおはなし」 �「100歳体操」 �オープンスペース「てんとう虫」 �早稲田小学校10：00－12：00 �マエダハウジング東区スポーツセンター他　8：00～ 

早稲田集会所10：00～ ��「サロン＆体操＆ハンドベル」 　早稲田集会所10：00－ �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 �早稲田ニT目上「100歳体操」 早稲田二丁目上集会所10：00－11：00 �iIち 

早稲田アカデミー「おくの細道」 早稲田公民館13：30－15：00 ��� �早稲田三丁目町内会幹事会 　　早稲田公民館19：00～ � ��I録；； 

わせぽんだいこ介護施設訪問演奏 　　　11：00－12：00 �o　　　　　　　Jヽ 

早稲田三丁目町内会役員会 　早稲田公民館19：00～ �� � � � ��J“　1° 

し自転車の盗難に注監護諾謹書l �� � � 
シルバーねっと連絡会 　早稲田公民館19：00～ �� ��� � � 

わっせ　練習日　集会所19：15－ �� � � � � � 

29日詰 ��00∴白∴ �3千日＼＼＼ �1日 �∴2日　　　　ノ �／3日 �4日 

社協だより編集会議 　早稲田公民館12：00～ �� � �社協役員会 　　早稲田集会所19：00～ �門前清掃の日　　　　　／ � � 
・／詰 � � 

わっせ練習日 早稲田集会所19：15－20：45 �� � � � � � 

～豊子かあさんのいちご大福一より ◆分量約20個分 三三：三馨輩 ���玉粉はす。鉢（ミルサ＿）で粉末状にすりつぶして計量する。牟 ズ、目安は1個15g）のヘタを手でちぎるように取り、水で洗って水気を取る。 傷を付けると水分が出てべちやつくので、緑の部分を残すようにするのがポイ んを20等分にして、苺のヘタが底になるように包む。 に白玉粉と上白糖を入れ、泡立て器で完全に混ぜ合わせるこ ��専言や言草や／命鵡鴫＼むめ甘鵜＼甘め ④ラップをして600Wの電子レンジに粉かけ、／取り出したら泡立て器で滑らか／になるまでしっかり＼ 混ぜ、またラップをして同じようにレンジで3分加熱する。 ント！驚繋整繋輩葦誓書鶉 遥卜諾認諾篤と崖諾認諾駕詣㌢等分する。 



詳言か？
沌鯵∴＼＼

「試買商品量目調査会」に参加してきました。

スーパーなどで売られている商品（今回は食料品）

に表禾されている量（g）が正しいかどうか調査を

する会です。

「広島市経済観光局経済企画課計量検査所」から

依頼があり、女性会から6名が参加してきました。

各自指定された店舗で肉や魚など5種類の商品を購

入し会場へ行きました。まずは包装されたままの重

さ（皆掛量）を測り、次に中身を取り出し、ラップ

や袋、トレイ（風袋）の水気や汚れをきれいにふき

取り、重さを測ります。この皆掛量と風袋の差が実

際の中身の量というわけです。その数字が表示され

ている数字と合っているかどうか？どの位の差があ

るのかを、調べます。中身の量を測るのではありま

せんでした。広島市での昨年度の調査件数4809

件のうち、正しかったものが95％、残り5％が多

かったり少なかったりたったとのことです。とても

勉強になる会に参加させていた

渚ニ磯　　だきました。買ってきた商品、

たまには測ってみようかな。

早稲田女性会　神崎　敏子
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裕未翰・aもやま捻
3月5日（水〉早稲田社協主催いきいきサロン＜よりみ

ち＞の「お天気・よもやま話」に参加しました。第1部

は広島東警察署生活安全課木崎照二係長による特殊詐欺

について、いわゆる「電話でのお金の話」や「おいしい

儲け話」の話を聞きました。時代の流れに伴って事件の

内容も変わり、想定外の詐欺が増えてきたことは確かで

す。「怪しい電話はすぐ切る」がベストの被害防止との

こと、次に警察に連絡すること。これらを常に頭の片隅

に置かなければと思いました。

第2部は、テレビ新広島でおなじみの気象予報士・防

災土の波田健一氏による天気図の見方やネットのホーム
ページの活用等の話でした。楽しく、興味を引くような

話の進め方に時間の経つのも忘れそうでした。事前の知

識で災害からある程度は自分の身を守ることが可能であ

るとの話に、今一度、居住地域に関心を持ちたいと思い

窟伸し

ます。今回の講習

内容は、大変有意

義なものでした。

東2　志賀　裕

′”′“タIヽ′
・▼

｝′

1′

17

1′

函

∀

－
1′

1タ

やI

春だね日3月27日（月）早稲田公民館で「い‡

ちご大福づくり」がありましたo今春卒業の中学3；

年生と小学5年生のかわいい女子と一緒に作りまし　：

た。「77－日」「キヤー日」といいながら手：

に粉をいっぱいつけて、あっという間にできあがっ‡

た大福をお茶をしながらほうぼりました。お丸やげ：

もできて、楽しい春の一日でした！i　　　　　　：
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