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水~,で花火危作ったよ！！
早稲田公民館 藤村寿子

8月21日、折形礼法師範の山下真理子さんを講師に、水引で花火を作りま

した。小学生7人が参加し、墨で黒く塗った色紙（しきし）に様閃な色の水引

をボンドで貼っていきます。ます初めに、花火をとのような構圏にするか考え

ます。次に、準備された水引の中からどの色を使うか考えます。この色とこの

色を合わせたらもっときれいかもしれない、やっばりこっちの色がいい。決まっ

た水引を思うように色紙に貼ります。しばらく者えている子、すぐに作り始め

る子など、それぞれの水引アートがスタートしました。

完成した水引の花火は、一人一人それぞれの良さがあり、個性豊かな作品に

なりました。参加した小学生からは「切ったり貼ったりするのが楽しかった」

「水引の色を選ぶのが楽しかった」 「難しかったけと楽しかった」 「もっとや

りたかった」なと、楽しそうな声が聞かれました。
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□ 
8月3日に早稲田小学校の代表として、岡澤さんと

東さんと私で牛田地区原爆死没者追悼式典に参

加し、平和への祈りをこめて全校児童で折った「折り

鶴」を奉納しました。1列年より参加者を少なくして行

われたので、私は今回参

:: こな手::;つ:~しのつ＜二裏
かり考えたいと思いました。

式典の中で様々な

方のお話を聞き、私が

これまであまり知らな

かった牛田地区の原

子爆弾による被害に

ついて学ぶことができ、

また平和に対する想い

を新たにすることがで

きました。今回牛田慰霊祭に参加して学んだことを

学校のみんなにも伝えていきたいです。
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今回、牛田公園で行われた慰霊祭に参加させていただき改めて8

月6日というBは応島に住む私たちにとって平和を願う大切な Bだ

と感じることができました。牛田地区でも、原爆の被害は大きく住民

の約半数が死傷したそうです。慰霊祭が行われた牛田公園では当

麗景看晨鴨員喜〉
時たくさんのご遺体が毎日のように

焼かれていたという話も聞きま

した。今の応島またこの牛田の町

吝 からは想像もできない光景であり、そのような事実を

* 
令
ャ 知らない人は私を含めてたくさんいると思います。

吝 県外に住んでいると8月6日と聞い

* 
* 
令 てもあまりピンとこず、原爆について知

＄ らない人がたくさんいます。被爆者の

* 吝 方の平均年齢が83歳を越えた今、こ

* 
吝 れまで被爆者の方が語ってくれたこと

吝 を私たちが次の世代へと語りついでい

* 
* 
＼々 かなくてはならないのだと思いました。

吝 今後二度とこのようなことがあってほしくない、あってはならないと5c<
* 吝 感じました。この応島に住む人間としての自覚をもって生活していきた

* ＊ いと思います。
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早稲田中3年 高尾真央
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2020年（令和2年） 10月 早稲田学区行事予定表
月

28日

水火
29日 30日

木＿

18

金＿

28 3日

発行元：早稲田学区社会福祉協議会

日

4日

早稲田四丁目「ちゃのみば」ラジオ体操 1早稲田二丁目上「100歳体操」 I早稲田中PTA夜間安全パトロール1早稲田二丁目上「木遣りの唄」練習

牛田早稲田第一公園 9:00,,...__,早稲田二丁目上集会所 10:30~・13: 30~ 

5日 6日

役員会

早稲田集会所 19:00,--...,

8日 9日 1 1日

おはなし会

早稲田公民館 14:30,..,_,

：稲™：言ミ三合言1;:~1五苔~:;::-:::1;;;;亨詈苔言:~
青少年指導員パトロール

12日

早稲田小云面面云式

早稲田中後期始業式

東二丁目ぼちぼち

早稲田集会所

贔

早稲田三丁目すこやかタイム「100歳体操」 1社協

早稲田公民館 10:00,.....,

7日

早稲田中前期終業式 寒露 早稲田小前期終業式

19日

早稲田三丁目町内会役員会

早稲田公民館 19:00'"'-

ヽ

21:00,--..,1 早稲田二丁目上集会所 13:30,.__,

「わせぼんだいこ」の練習

早稲田中武道場 18:00,--..,20:00

10日
早稲田四丁目町内会幹事会

早稲田公民館 19:00,.__,

牛：ご：三竺ニ―口了。1ご臼已詈；門ここ~1:竺五竺~!~~:1:::墨ご民：よ゚～
17日

おもちゃ病院

18日

早稲田神社秋季大祭

早稲田公民館 10:00,--....,12:001体協定例会

早稲田集会所 19:00,--....,

早稲田公民館 13:30,.......,

毎週月・木 10: 00,....,.,12: 00 
早稲田学区見守りサポートセンター【電話で声かけ】
【ボランティアバンクの受付】

早稲田社協 225-3685 

20日 21日 22日

早稲田集会所 19:00,...._,

早稲田中PTA夜間安全パトロール

21 :00,...._, 

23日 25日

ご喜□璽苔言ミニ戸
早稲田三丁目すこやかタイム「100歳体操」

早稲田公民館 13:30'"'-'

24日

女性会定例会

早稲田集会所 10:00,......,

13: 30,......,I「わせぼんだいこ」の練習

早稲田中武道場 18:00,......,20: 00 

早稲田中体育館

26日

東二丁目ぼちぼち

早稲田集会所

社協だより編集日

27日 28日 29日 30日 31日 1日

牛田・早稲田地域包括支援センター出張相談所 1早稲田四丁目「ちゃのみば」ラジオ体操 1早稲田二丁目上「100歳体操」

早稲田集会所2階松の間 9:30~12:00 牛こ田早看且田第一0園 9:00,......,早稲田二丁目上集会所 10:30~・13: 30~ 

早稲田三丁目すこやかタイム「100歳体操」

早稲田公民館 10:00,......,

みんなで守ろう！

わせだの安全

運転マナーの基本は、 「おもいやり」

と「譲り合い」の気持ちを持ち、

相手の状況や立場を考えた運転を

することです。

早稲田団地内は新しい街並みができつつあり、通勤通学時m
時間帯はパスや車、工事車両も多くなっています。

いろは坂の歩道、通学路の横断歩道、一旦停止など、

車を運転される方はスピードを落として歩行者への安全に
注意をしましょう！

道路への飛び出し、スケーターや自転車の乗り方もマナーを

守リましょう！ 早稲田学区防犯組合連合会

明るい安全t
「一家一知J

よまちづくり

にご協力<t~
いつも笑繭で”

ーさい！！

早稲田学区防犯絹合運合会

さくら坂を横切る

イノシシを目撃！！
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8月24日（月）に午前と午後に分けて体操の後、防災士

吉安悦雄（町内会副会長）様による防災セミナーを開催しま

した。配布された防災ハンドプックそして防災士の実例を上

げた詳しい説明に聞き入りました。

ハザードマップの説明・我が家

の安全確認・停電・断水への備え

食料備蓄・通信手段の確保そして

隣近所との協力のあり方等々課題

が沢山あり認識を新たにしたセミ

ナーでした。

牛田東 2丁目 宮野泰治
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I~ 年5月1!~*~7!~!! ~~! ~.,~ 箪 I：ぉもちゃをよみがえらせることを通して、物を大切に、やさ ；フが少ないため、他のおもちゃ ． ， ； 

：しい心を育てる手助けができればと、謎解きのような珍し i病院の方々の応援で成り立っている状態で、「童心に返っ ： 

轟いおもちゃに悩ませられながらも頑張っています。 ；ておもちゃに触れてみよう」「いきなり修理は無理だけど ：

//1 プラレール、メロディーキーボ一ド、クレーンゲーム、 電池交換ぐらいから」など、興味のある ： --~ -::-
：縫いぐるみの犬のような定番のおもちゃ以外に、最 .. ¥ 方は気軽に見学においでください。経験・ ： 

：近は話相手乱てくれる人形の修理など、高齢の方の ~ こり 技術の有無や、年齢・性別は問いません。 ；

：ご依頼もあり、衰えかけた頭に刺激を受けながら、治っ ↓ 認知症予防に役立っているかも？ ヽ

：た時の皆さんの笑顔に癒されています。 ~-Cコ 牛田東2丁目 大地雅彰 ：
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~~ 苧罰翡忍猿愈2)~恐う 0 則悶~~懸う蕊蕊
牛田山は標高261mとそんなに高くない山で初心者向きと言えます。地元

早稲田からはもちろん、東区内の牛田、牛田新町、戸坂、中山、尾長、二葉

の里からの登山口が多くあり、また隣接する二槃山、尾長山、神田山、見立

山と組み合わせ、無数にコース設定が出来ます。自然が多く残る故郷の山を

ゆっくり歩いて木々や草花を見て楽しみ、新緑の匂いを嗅ぎ、鳥のさえずりを

聞きながら登り牛田山のすばらしさを再発見してみませんか？

会員は現在24人で女性も10人いま

す。毎回平均15人前後の参加があり

ます。初心者にも登りやすく、安心して

ハイキング出来る様、毎月コースを考

えています。活動は基本毎月第4水曜

日で、年に1度は遠征も考えています。

これまで2回宮島の弥山に登りました。

牛田山ハイキングクラプは「高齢者いきいき活動ポイント事業」活動団体です。

【プログ「牛田山ハイキングクラブ」】チラシは早稲田公民館に置いてあり

ます。皆さん、ご参加お待ちしています。

牛田山ハイキングクラブ代表早稲田 2丁目吉岡宏明
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