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記譜昌一培地開陳
籍離掴蝶閻醗韻耕土克蕃
嬉痛言ロ”m　　　　　　　　　　炎天下の8月20日、「第36回

救遊戯彊卑誓漣墜

顎東区親善スポーツ大会」が牛田中学

粕校で行われました。競技は、「エス

キーテニス」と、「ターゲット・バー

ドゴルフ」の2種目。「エスキーテ

ニス」は、広島生まれで、卓球とバ

ドミントンとテニスを合わせたような

スポーツ。羽のついたボールをテニス

の約1／8の小さなコートで打ち合う競

技です。参加チームは、18チームで

約90人。ほとんどの人が初めての体

験でしたが、早稲田チームは、3位

の成績を収めました。「ターゲット・

バードゴルフ」は、バドミントンの　　　　　三三頚麗霊草

羽をつけたボールを、ゴルフクラブで打ち、傘を逆さにし

たような1メートルほどのホールに入れる競技で、1チー

ム4人1組、18ホールで打数の少なさを競う競技です。

こちらは全く初めての人が多く、また、練習もなく一斉ス

タートで始まり、早稲田Bチームが、12チーム中、3位

鰐になりました。とても暑い一日で
：蜜したが、新しいスポーツでいい汗

漣を流し、賞品のビールを美味しく

いただきました。

早4　川辺正彦
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詰鮮藷諦観親醗藍蕎
毎年この時期に公民館で実施されている体力測

定。参加者は4♂2名だった。昨年よりは多いそう

だ。高齢者対象で最近の健康状態を認識する日と

思えばよい。当日、血圧や脈拍数など健康状態を

チェックする内容とA D Lという日常生活活動

（たとえば、休まず歩ける距離）などの質問用紙

と他に体力測定（上体起こしや6分間歩行など）

の結果用紙が配布された。私は後期高齢者で、総

合評価は中ぐらいの段階。日頃気づかない健康状

態を知ることができて有意義だった。

早3　高橋嘩進
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弼細 粘二男為栗雛壇姥尭親臨弼
8／22（火）～26（土）東京辰巳国際水泳場で、第4⑦回全国ジュ

ニアオリンピックカップが開催され、この大会に早稲田小学校5年

生の内田美佐さんが出場されました。思想を書いていただきました。

「ジュニアオリンピックに出る！」を目標

に毎日水泳の練習に通いました。春の大会

で出場が決定し「よっし章一！！」とても

橿しかったです。大会当日、全国から集まっ

た早い選手たちの雰囲気や、初めての全国

大会で朝から緊張してペストタイムを出す

ことができませんでした。結果は「女子1

⑦歳以下5⑦nn平泳ぎ」の部で、56人中

23位。いつもの泳ぎができずとても悔し

かったです。「36秒台を出してまたジュ

ニアオiIンピ、ゾウに出る！」これを目標に

今度は納得できる結果を出せるように頑張ります。

早4　早稲田′ト5　内田美佐

鵠観競緋鞄醍観馨縞寵韓醗濃艶
8月31日、牛田東2丁目「ぼちぼち」・牛田東4丁

目「ひだまり」を対象に、女学院大学准

教授：市川知美先生を講師に迎え、
らソフィア館調理実習室において第

専農豊ノ誓言鷲課しぢ誓
軽　メインに、ヘルシーな麦ご飯の他3種

類の盛りだくさんのメ
ニューでした。先生や

助手の方の的確な指導
のもと、顔なじみの方

も多く終始楽しくスピー

ディーに仕上げ、皆で鸞∵∴∴＿、

恥．聖珊1　，∴＿
∴
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美味しくいただきました。 今回初参加でしたが、次も出
来るだけ早く企画して欲しいと願っています。参加者は

男性7名、女性20名でした。　　　　東2　重中祥子

轟



2017年（平成29年）11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 

30日 �31日 �1日 �2日　　　　　　　　　　　3日　　　　　　　　　　　　4日　　　　　　　　　　　　5日 

「わっせ」練習日 �いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」 �早稲田三丁目「100歳体操」 �早稲田四丁目100歳体操　　　文化の日　　　　　　　　　　友楽タイム「雪合戦」　　　　　　東区健康ウオーキングの集い 

早稲田集会所19：15－20：45 �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－　　　　　東区役所一にぎつ神社 
ヽ　′ ヽ � �早稲田二丁目上100歳体操　　　　　　　　　　　　　　　　　おはなし会　　　　　　　　　　早稲田二丁目上みかん狩り 

‾i‾／‾i‾韓 �ノ“ �に �早稲田二丁目上集会所13：30－　　　　　　　　　　　　　　　　早稲田公民館14：00－15：00　　　　　　川西農園（江田島市） 

ヽ　　　　　　　　　子ども達 ��社協役員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「わせぽんだいこ」練習日　　　　青少協牛圏三学区ペタンク大会 

登校時間 ��＿＿山　早稲田集会所19：00一　高享　　　　　　　　　　　早稲田中武道場18：00－20‥00 

見守りましょ �う！　　轟二 �←　　　　　　　　　工∴　　　　　　　　　　　　　　　　　　青　　　　　　　　　　1′′ 

牲 � ��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舘 出題888888888888888888臆し連星ココココ！！！！！！！容量星！■l88888■藻皇土建題88■88臆臆臆■8m蝿 

6日 �7日！ �8日 �‾　宮　　9日　　　　　　‥汀　10日　　　　　　　　　　11日　　悪霊龍　　　　　12自　　　書 

学校へ行こう週間（～11日） �立冬　　　　　／ �民児協　健康相談室 �早稲田四丁目100歳体操　　　民児協　定例会　　　　　　　　早稲田小土曜日参観　　　　　広島県知事選挙 

早稲田中3年　後期中間テスト（～7日） �早稲田小“中PTA　あヽさつ運動 �早稲田公民館　9：30－11：00 �市営集会所10；30～　　　　早稲田公民館13：30一子ども110番の家ウオークラリー 

東四丁目「ひだまり」 �「おはよう！今日も一日がんばろう」 �子育てオープンスペース �早稲田二丁目上100歳体操　　東ニT目上町内会　役員会　　「わせぽんだいこ」練習日 

女学院大学ゲストルーム �いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」 �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～　早稲田中武道場18：00－20：00 

「わっせ」練習日 �早稲田集会所10：00～ �早稲田三丁目「100歳体操」 �早稲田アカデミー　　　　　　　早稲田二丁目上町内会　幹事会　早稲田圃丁目町内会幹事会 

早稲田集会所19：15－20：45 �経を 醸込 �早稲田公民館13：30～ �早稲田公民館13：30～　早稲田二丁目上集会所19：00～　　　　　早稲田公民館19：00～ 
Jr亀，＿ 　∴∴∴子： 　∴∴∴ヽ●一， 「子． � �社協常任理事会　　早稲田中PTA夜間安全パトロール＼銭 　早稲田集会所19：00－　　　　21：15～ 

13日 �14日 �15日 �16亘　　　　　　　　　17日　　　　　　　　　18日　　　　　　　　　19日 

早稲田小　代休 �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 �早稲田四丁目100歳体操　　　束二丁目上町内会　幹事会　　　女学院大学　あやめ祭（～19日）　第15回早稲田ふれあいまつり 

東二丁目「ぼちぼち」 �早稲田集会所10：00～ �「お正月工作」 �市営集会所10；30～　　　　早稲田集会所19：00～第40回広島高体連研修大会後表彰式　　　早稲田公民館9：30－15：00 

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メルパルク広島体協　定例会 

早稲田公衛協　環境講座 ���早稲田二丁目上集会所13：30－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　早稲田集会所19：30－ 

早稲田公民館13：00～ ���藷需票需十∴∵∴十∴二王轟一子1－－1 　　　　　　　　　　　　　／i」／i’群 
「わっせ」練習日 早稲田集会所19：15－20：45 � � 

21日 �22日 �標 20日 ���23日　　　　　　　　　　　　　24日　　　　　　　　　　　　　　25日　　　　　　　　　　　　　　26日 

早稲田四丁目睦会　日帰り旅行 �早稲田中1・2年　後期中間テスト（～22日） �小雪 �勤労惑講の日　　　　　　　　オープンスペース「てんとう虫」　友楽タイム「いもぼり」　　　　　第43回広島市中学校PTA研修会 

「みかん狩り」　　江田島市 �いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」 �早稲田三丁目「100歳体操」 �早稲田四丁目10d歳体操　　　　早稲田公民館10：00－12：00　　　　　　　　富加谷農園　　広島市立翠町中学校9：50～ 

束四丁目「ひだまり」 �早稲田集会所10：00～ 28日 �早稲田公民館10：00－ �市営集会所10；30～早稲田中PTA役員総会　　　早稲田女性会定例会　　　　　束二丁目上町内会亥の子まつり 

女学院大学ゲストルーム ��早稲田三丁目町内会　幹事会 �早稲田二丁目上liO嘘体操　　　　　　　早稲田中19：00～　　　　早稲田集会所10：00－　　　早稲田集会所・亥の子神社 

早稲田公衛協　健康教室 ��早稲田公民館19：00－ �早稲田二丁目上集会所13：30～早稲田中PTA夜間安全パトロールおもちゃ病院　　　早稲田公民館第5国東区牛田山ぐるっとハイキング 

「認知症のサインを知ろう！」 ��早稲田社協サロン世話人代表会 �21：15～「わせぽんだいこ」練習日　　　　　　　　早稲田公民館集合8：45～ 

早稲田公民館13：30－15：00 ��醇誓書蒜月．木　　露謙譲議題藷認諾議藷藷談義慈露露覇　　　　　　早稲田中武道場18：00－20：00 

早稲田三丁目町内会役員会 　早稲田公民館19：00～ 　27日 　醍闘蟻 ��草地型 早稲田学区見守りサポートセンター【電話で声かけ！】 ∴雪ンティ「バン葦馳∴2謁雪ぎ∴∴∴　　　　∴ノ 

29日　　　　　　　　　30日　　　　　　∴　1日　　∴　　　　　　　2日　　ノ　　　　　　　3日 

東ニ丁目「ぽちぽち」 �いきいきサロンよりみち「サロン＆100歳体操」 �早稲田三丁目「100歳体操」 �早稲田四丁目100歳体操　　　　　　　　　　　　　　門前清掃の自　　　　評　　　　　　　　12／10に 

早稲田集会所10：00一 社協だより（12月号）編集会議 「わっせ」練習日 早稲田集会所19：15－20：45 �　早稲田集会所10：00～ いきいきサロンよりみち「ハンドベルの練習」 　早稲田集会所11：00～ �　早稲田公民館10：00一 社協わが町ネット �早稲田二丁詳篭蒸器～　　　　　東区コ憲誌叢素謡謹謹．詰 

早稲田二丁目上集会所13：30～輩　　友楽タイム誤民館10：00一語；藍藻 



年間東二丁目睦会　　　埠升坤

塙粘搬サロン」二葉の里歴史探訪
まだまだ残暑が厳しい8月28日（月）昨年に引き続き

二葉の里歴史探訪の一環として、今年は「圃前寺」と

「聖光寺」を訪ねる企画をしましたところ22名の参加

者がありました。自家用車とタクシーに分乗し、また、

お元気な方は自転車で現地に集合、町内在住の斉藤恵子

∴　一　　　一一○○“一一●〃ヽ∴1 

東国i国定i ����i　　／－ 1r「「甘覆F購　　　””軸∴ミ∴雲寄 

詳∴「∴ ��∴　∴ 
∴＋ ∴∴∴ 「∴－∴ ∴十一千 鰯 �：替 、引∴ ∵∴ ∴† ：∴ ��網 
ま 一、（」 

∴激「∴ キ醤／ ∴千言 �I ：一「∴宮 

Lpmu ���∴「∴：∴ 　∴千 ：：∴十一！一・m 

蹄∴雪 

さんのボランティア

ガイドによる、丁寧

で分かりやすい説明

がありました。訪れ

た皆さんもお寺の存

在は良くご存知でし

たが、このような歴

史と由緒のあるお寺

であることを改めて

再認識されたようです。2時間程度の散策を終え、予約

していた近くの広島ガーデンパレスに立ち寄り、昼食を

いただいて、楽しく雑談をしなから、会員のさらなる親

交を深めて解散、とても有意義なひと時を過ごすことが

出来ました。　　　　　　　　　　　　東2　津川清彦

畢輔弼杜脇亀東経縛諒闇
8月24日（木）、大学

3年生の女子2名が早稲田

社格に、この9月から始まっ

た「見守りサポート事業」
の話を間引＝来られました。

彼女たちのこれからの勉強
に役に立つといいですね！
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感想を書いていただきました。

早稲田学区社会福祉悌議会の方勺から、早稲田の事を

たくさん教えて頂きました。優しい人ばかりであること、

地域で顔が分かる関係であることなどが分かりました。

電話での声掛けが行われているとも知りました。それら

を聞いて私は、「早稲田は誰もが安心して暮らせるまち

だなゐ～」と思いました。みんながちょっとずつ支え合っ

ているからです。私もこんなまちに住み

たいです。これからも素敵な早稲田であ

り続けてはしいです！

県立広島大学　3年　中田芳久

私は初めて早稲田学区社会福祉協議会を訪問しました。

早稲田学匠は活動が活発で熱心に取り組まれていると感

じることが出来ました。早稲田学区を訪問して早稲田学

区の地域特性を資料だ叶でなく実際に住んでおられる住

民の方々の話を聞くことにより知ることができ実習内容

としてとても勉強になりました。この度は本当にありが

とうございました。

広島国際大学　3年　石川めぐみ

輔弼珊瑚鞘璃航和‥
平成29年9月23日「‾

秋分の日にライオンズマ；

ンシヨン集会室で行わ里
′　　　　′一一1　●“○●“●　∴　　∴　∴　　′一一ヽ　　　＿－　　∠」＿　．

た早稲田四丁目の集いに

参加しました。この会は

65歳以上の人が年に2

回集まって色々な話を聞

き昼食をいただきながら

i �二十1 詮議 

∵ �怠 
＿、蕃 �器 

雑談等で親睦を深める良い機会です。まずは、長田民生委

員から高齢者いきいき活動ポイント事業の説明があり、続

いて山下さんから以前この集いに撮影された貴重な写真を

映写画像で紹介されました。それが終わって12時になっ

たので昼食を食べながら同席の方々と雑談懇親を深めまし

た。当日は秋分の日でしたのでお土産に「おはぎ」をジャ

ンケンしながら勝った順番に持ち帰る7、／ども行いました。

机の上に飾ってあったお花も同時に行いました。最後に初

めてこの集いに参加された方の紹介があり、役員の方ボラ

ンティアの方に感謝しながら楽しく終わらせていたたきま

鱈弟

して本当にありがと

うございました。次

回もヌ参加させてい

ただきます。

早4　後藤悦郎

欝能

4丁目瑠曹
Iミス停清掃1

5年
の巷

『女学院大学前』バス停は早稲田学区で乗降客数がトッ

プクラス。町内会では日常活動の一環として、毎週2回住

民（組毎）持ち回りでバス停清掃を続けています。住民は

『わが町の玄関はバス停』を合言葉に、自発的活動を定着

させ、町の美化に取り組んでいます。以前、このバス停周

辺は『たばこの吸い殻』『空き缶』等のゴミが散乱し、町

の美観が損なわれたため、一時期、『護美酒』を設置して

みましたが、不法投棄などで折角の『讃美箱』が何時も満

杯となり、バス停周辺はあふれ出たゴミが散らかり放題。

とうとう『讃美箱』を撤去することにいたしました。女学

院大学にも学生への指導をお願いしました。そして住民に

よる清掃活動が始まり、15年間継続しているというわけ

です。この9月

からは（高齢者

いきいき活動ポ

イント）が付与

されるため、町

内会ではより多

く住民の参加を

求めています。
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