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浪枇町糾ボ疇慰訂
6月 15日の土曜日、公民館の友楽タイムで

【特殊な積み木】で遊ぴました。箱を開け、初

めてごの積み木をみた時、細長くて小さなミの

板でいったい何ができるんだ｀ろうと思いました。

見本の写真を見ながら友達と作ってみると、あっ

というまに曲線ができたり、自分たちの背をご

えるほど高いタワーができたりしました。周り

にも、円のような形を作っている子、船や家を

作って LIる子がいました。あの小さな板から色々

なものを表現するごとができ、 2の【特殊な積

み木】はとてもすてきだと思いました。友達と

協力して楽しく遊ぶごとができたので、ぜひ来

年も参加したいです。

友楽タイム実行委質・ジュニアリーダー

早稲田小 6年 松原果帆、藤本凜、富塚結葉

R商品名が出せない

ため【特殊な積み木】

としました。

6月 12日（水）早稲田公民館で行われたオープンスペースに

早稲田中学校の 3年生が遊びに来てくれました。
／ 

思ってたよりも泣かず、ずっと笑

顔だった。こちらから話しかけると

しっかりとこちらを向いてくれた。

聞いていたより軽いように感じた。

今回幼児と触れ合う貴重な体験がで

きたので、この体験をこれからに生

かしていきたいと思う。 (3年男子）

行く前は幼児はずっとすわっ

ていて、身の回りの物をつかっ

て遊んでいるイメージだったけ

ど、実際に幼児と触れ合ってみ

て、子どもはとても活発に動き

回り興味を持ったものにはすぐ

に飛びつくということが分かり

ました。また、名前を読んであ

げると、こっちを向いて目を合

わせてくれたので、人の言って

いることも、ちゃんと理解して

いるのだなと思いました。今回

オープンスペースで体験させて

いただいたことを、今後幼児と

触れ合う機会があった時に生か

していきたいです。 (3年女子）

男の子の方は人見知りする

子が多かったように感じます。

元気に走りまわる子やポール

で遊ぶ子がいて楽しそうだな

と思いました。パペット人形

のようなもので遊ぶと楽しそ

うに笑ってくれたのでうれし

かったです。初めて会った子

ばかりなので思い切って遊べ

なかったけど、交流できてう

れしかったです。 (3年女子）

ちさん えんてい

治山堰堤の現況調査実施される
今年も大雨の季節がやってきました。

皆様、早稲田学区自主防災連絡協議会が昨年春に作成、各

戸に配布した「わせだ防災マップ」はお手元にありますか？

改めて確認してみたら如何でしょう。砂防法に基づき土砂

流出を食い止める目的の

大規模な「砂防堰堤」に

対し、 「治山堰堤」は森

林法に基づき土砂の流出

を防ぐとともに土石流の

勢いを緩くすることが目

的で作られるそうです。

従って治山堰堤の上流側

は土砂が埋まっていることが多く、それにより、傾斜を緩

くし下流への土砂の流出を抑えるなどの効果を期待するも

のだと言うことです。偶然ですが去る 4月 16日、早稲田

中学校とライオンズヒルズ早稲田マンションとの間の渓流

に設置されている治山堰堤「 I--1 -9 -5 0 0 1」の現

況調査に立ち合いました。結果は、写真のとおりで、昨年

7月の西日本豪雨の時もこの渓流では土石流は発生してな

く、白い砂が少したまった程度でありました。堰堤の上流

部も土砂が埋まっていなくて「たちまちの心配は無いのか

な？」と言うことでした。堰堤上流の 1か所には、猪が夜ご

と泥水浴び場として楽しんでいるらしい所が有りました。

早 4 杉本日出明
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発行元早稲田学区社会福祉協議会

日

4日

?X一

5日 6日

東4丁目「ひだまり」 平和祈念式典

女学院大学ゲストハウス 10:00,....._, 平和公園

おはなし会 早稲田中登校日

早稲田公民館 10:00,,...__, 11 : 00 早稲田小平和の集い

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」

早稲田集会所 19:15,--...,20:45 早稲田集会所 10:00,,...__, 

、ききサ三：□□□□

青少年指導員パトロール

15日

「夏休み中の少年非行防止」にご協力ください！（早稲田学区防犯） ,r--
12日 13日 14日 16日 17日 18日

牛田・早稲田地域包括支援センター出張相談所茸t=T目「1まち1まち」 早稲田四丁目「ちゃのみば」100歳体操東二丁目上町内会幹事会 早稲田四丁目町内会幹事会

早稲田集会所2階松の間 9:30~12:00 早稲田集会所10:00'"'-' 市営集会所 10:30......, 早稲田集会所 19:00......, 早稲田公民館 19:00......,

いきいきサロンよりみち「サロン&100歳体操」 民児協定例会 早稲田二丁目上町内会「木遣り唄の練習」

早稲田集会所 10:00'"'-' 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！】 .lk.._4dJ 

早稲田二丁目上集会所 19:00......,

ボランティアバンクの受付早稲田社協 225-3685 ,ti躙] ―------
19日 20日 21日 22日 23日 24日

東4丁目「ひだまり」 いきいきサロンよりみち「サロン&100歳体操」早稲田中登校日 早稲田四丁目「ちゃのみば」100歳体操処暑 早稲田学区献血

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'"'--'オープンスペースにこにこひろば 早稲田公民館 9:00.--...,15:15

早稲田二丁目上ひまわりサロンいきいきサロンよりみち「ハンドベルの練習J 早稲田公民館 10:00'"'-'早稲田二丁目上 100歳体操 早稲田公民館 10:00......,12:00友楽タイム水でっぽうを作ろう！

早稲田二丁目上集会所 11:00,,.___, 早稲田集会所2階 10:00'"'--'早稲田三丁目町内会役員会 早稲田二丁目上集会所 13:30......, 早稲田中PTA夏休み夜間安全パトロールおもちゃ病院 早稲田公民館

女性会わっせ練習日 早稲田公民館 19:00 '' 

早稲田集会所 19:15-20:45-日程が変更になる ~ , - .-.~ —-
21 :-30,,.___, 早稲田二丁目上プチ夏まつり

• ゲーンス幼稚園夏祭りふれあい太鼓演奏
- :.:_~、 'L...J

場合があります ＿ ＊ 一 日程が変更になる ゎせぼんだいこ練習日
場合があります

早稲田中武道場 18:00,,.___,20:00

26日 27日 28日 29日 30日 31日

早稲田中授業再開 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．稲田小授業再開 早稲田中学校協力者会議 女性会定例会

社協だより編集会議 早稲田集会所2階松の間 9:30~12:00 早稲田公民館 10:00,..__, 早稲田四丁目「ちゃのみば」100歳体操 早稲田集会所 10:00'"'-' 

市営集会所 10:30'"'--' わせぼんだいこ練習日

早稲田二丁目上 100歳体操 早稲田中武道場 18:00.--...,20:00

振替休日 体協定例会

早稲田集会所 19:oo,--.., 

25日

第38回東区親善スポーツ大会

上温品小学校

1日

東二丁目ば孟ば：ごぢ；ぴ~o?。~~Iいきいきサロる~~~~はご；;1:~ 歳~~~
女性会わっせ練習日 早稲田二丁目上集会所 13:30,....__, 

早稲田集会所 19:15"-'20: 45 
: ........................................................................................... 量.......'':
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一
夏侃みラジオ伽操 6:30-(土・日雨天時1;;.お1ホみです）

i牛田・早稲田地誠包括支援センター出張相談所
栢目第2. 第u火曜日q: う0~12:00 
早稲田集台所20昔松の閻

広島市牛田・早稲田地域包括支援センターの相談員が皆さんの
お困りごとの相談に対応いたします。

~......................... .. ................................ ......... ................................ : 

局齢者の皆昴！こ流所をあ痔ちLLl1表す

●介護保険について ●介護予防について

●認知症のこと ●消費者被害 ●受けられるサービスなど

J 

、こ-----i 牛田東二丁目上 8月 1日（ホ） ,_, 7日（水）

！ 牛田東四丁目 8月19日（月）-23日（金）

： 早稲田二丁目上 8月19日（月）-23日（金）

： 早稲田三丁目 8月19日（月）-22日（ホ）
！ 早稲田四丁目 8月19日（月）-23日（金）
..... _________________________________________________________________________ ..、

却If!~I
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． ． ． 
: ご(J)度、早稲田学区老人ク ラブ

：連合会会長を務めるミとにな りま： 
： した。当学区は緑豊かで自然に恵

・ まれ平穏な町です。しかし昨年7： 
： 月豪雨により大きな土石流災 害が

：発生 しま した。特に 、高齢者は -

： 「災害弱者」とも言われています。

： 「備えあれば憂いなし」の名言が． 
：あります。毎年、地域で実施される防災学習や防災

：訓練など に積極的に参加・体験することが最も大tn： 
：な備えと なるのです。微力ながら助け合い支え合う

：精神の輪を広げ地域社会に貢献したいと考えており
： ：  

： ます。皆さんのご理解の程をよろし．．くお願いします。 ： 

： ・ 早稲田学区老人クラブ連合会会長伊藤義信 ：． 

t● ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ● .. , ..................... t 

＂`；扇會麟曇慎輯
新緑も過ぎた梅雨期の令和元年 6月 5日（水）に

牛田東二丁目上睦会の有志 26名（女性 20名、男 ・

性 6名）で広島県山県郡加計の温井ダム及び温井ス

プリングス（温泉ホテル）へ恒例の日帰り旅行に行っ

てきました。温井ダムは昭和 52年4月着工、平成 -~ 

1 4年 3月完成の西日本最大のアーチ式多目的ダム

で、ダム湖（龍姫湖）周辺には温井ダム資料室、展 ' 

望台、滝山峡記念庭園、自然生態公園等が整備され

ています？これら施設を見学するとともに初夏の緑

陰を満喫しながら散策の後、温井スプリングスで、

旬の鮎料理等の

食事に舌鼓を打

ちながら懇談し、

カラオケ、ゲー

ム等で楽しい一

刻を過しました。
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東2 上野幹明

---- -----• み彰されました ◄
早稲田学区社会福祉協議会で

は、犯罪のない安全なまちづく

りに取り組んでおります。平成

1q年6月 11日、早稲田小学

校グランドで地域住民、早稲田

小学校全校児童、広島東警察署

交通官警視 山本学様を始め多

数のご＇来賓をお迎えし盛大に青

色回転灯出発式を行いました。あれから 12年、地

域安全の重要性を深く認識し安心して暮らせる地域

づくりに貢献したことが認められ、ミの度広島防犯

組合連合会及び広島東警察署長より表彰されました。

ごれからも安心安全な町づくりに取り組んでまいり

ます。 東4 石飛正博

璽4011
令和元年 5月 25日（土）第40

回東区民スポーツ大会の記念式典

が、東区民文化センターで開催さ

・れました，比治山大学天水太鼓部

と広島市消防音楽隊の素晴ら．しい

ベ演奏で開始、記念式典では岸田文

雄政調会長を始め多数のご来賓方

にも ご参列頂きま した。40回を記念 して、本大会閑催に功労

のあ った方々が表彰されました。早稲田学区からは、杉本日出

明さ ん、迫江良三さ ん、丸棧真由美さんが20年以上功労賞を

受賞されました。おめでとうございます。早稲田学区紹介では、

金原歩さんの持つプラカードを先頭に、荒川満選手団長、旗手

の迫江良三さんが堂々と入場されました。後半のアトラ クショ

ンでは、城北中為等学校吹奏楽部の演奏と｀瀬戸内高校チアリー

ディ ング部の元気いっぱいの演技が式典に花を添えました。式

典の最後、お楽しみ抽選会では、早稲田の参加者がホテルの食

事券や広島Car pの試合入場券等メ インの商品を次々当てる

とい う、運の強さをみせ、満足 した1日とな りました。翌日の

競技では、毎年の定位置？あたりで

落ち着く結果となりましたが、式典、

競技の両日に多くの方々に参加いた

だき、大変感謝しております。有難

うございました。

早稲田体協三上博

東区艮スポ ツ大倉

胃

kぎやかな!/18-,た爆忌午咆念参つヽ,~
6月23日／東区総合福祉センター

今年のまつりの目玉は、子ども

• たちでした。ステージの始まりは

広島ジュニアマリンバアンサンブ

., Iしの演奏！楽しい演出、準備搬出、

・片付け…すべて子どもたちで行LI 

ます。一生懸命な演奏姿に観客(1)

皆さんは手拍子をしながら楽しみ

．：ました。 5階のホールでは、プロスポーツ選手による子ども

たちの体験教室、女子サッカーのアンジュヴィオレ・自転車

. ロードレースのヴィクトワール広島・女子ハンドボールのイ

ズミメイプルし、｀／ズの選手たちがそ

れぞれの競技のミニ体験を指導。

それぞれのブースで、バザーや展示、

医師会による診断コーナー、そして

最後はもちまき！盛りだくさん(J)-

日でした。

早稲田女性会 宮原信子

F―ロ
牛田から早稲田民生委員・児童委員協議会

が分離独立・誕生して 9年になり、ミの間早

稲田民児協の会長を務められている長田照義

さんが、広島市民生委貢・児童委員協議会会

長から永年勤続地区民児協会長表彰を受賞さ

れました。 社協広報部


