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「蹴饂鳥鐸ド lげ lドりトー1,;;~"讐J 11月8日(BJ)/繹篇町が牛麗申

旱眉層拳区,,,.トポールクうつ優●I !, 
大会には 8千ームが参加しました。ど'(/)千ームと対戦

するかはクジを引き、温品小と竹屋小と戦うことになり

ました。特に温品小はたくさん打ってくる(/)で少し不安

だったけど「勝つんだ！」という気持ちで挑み、両千一

ムに勝つごとができました。

決勝は観音小と対戦しました。ごごまできたんだから

気を抜かずに挑んだ決勝戦！！勝利をつかみ 7年ぶり(/)

大会優勝となりました。

こごまでミられた(I)!ま仲贔~(/)おかげだし、コー千・監

督・保護者(/)方々 (/)おかげだt思います〇ソ7 トボール

ができる時間も残り少なくなってきました。残しI(/)時間

を大切にして今をたのしみたいです。

早稲田学区'/7トボールクラブ キャプテン

早稲田小学校 6年 1組上田匠真

ぷ ~J)'®{;,約『
畠二翡ー島』駕魯薗し可

コロナ禍で外出が思う

様に出来ない今日この頃、

「ユニカール」のような

運動が出来て幸いです。

少し練習しただけで汗を

かく運動になりますし、

伺にも増して点を取るた

めに頭を使う事も必要で

すし、とても楽しく面白く出来r -
ました。ユニカールの道具セッ

トを中区からおi昔りしたと聞き

ました。今後東区にも導入して

頂く事を期待します。もし万一

人数が多いようでしたら曜日を

変えて2部式にしても良いので

はないでしょうか。よろしくお

願いします。

早稲田 3丁目 高辻義子
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今備掬めての賓巖9イム・饒合芋
コロナ禍のなか、やっと

【友楽タイム】を開催すること

になり、 11月14日（土）、毎

年芋を提供していただく東区

馬木の宮ヶ谷農園に芋ほり

に行きました。例年小学生も一緒に行っていました

が、今回は大人の友楽タイム実行委員のみで。晴

天の下心地よい汗をかきながら、たくさんの芋をい

ただきました。鳴門金

時というブランドで、い

つもながら宮ヶ谷さん

に感謝です。ちなみに

宮ヶ谷さんは、早稲田

公民館の初代館長さ

んです。

11月28日（土）、焼き芋の当日は、小雨が降ったり

ゃんだりする中、約60名の小学生が参加してくれま
- .. 

した。焼き芋は、そ

の場では食べずに

家に持って帰って食

べてもらうことにしま

した。お土産に生の

サツマイモを付けま

した。子どもたちの

焼き芋をおいしそうに食べる姿が見られずに少し残

念でしたが、来年に期待したいと思います。

ともあれ、友楽タイムが実行できたことに一安心で

す。実行委員の皆さま、お疲れ様でした。

早4 友楽タイム実行委員川辺正彦
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シ6日 7日 8日 9日

早稲田三丁目すこやかタイム「100歳体操」早稲田四丁目ちゃのみば「100歳体操」早二ともえ会いきいきる一む 友楽タイム「たこづくり」

早稲田公民館 10:00,....__, 市営集会所 10:30,....__,早稲田二丁目上集会所 13:30,....__, 早稲田公民館 10:00,....__,

早稲田四丁目ちゃのみば「100歳体操」早稲田二丁目上 100歳体操

市営集会所 10:30,....__,早稲田二丁目上集会所 10:30・13:30
社協役員会 I .. II 

申込み不要・
早稲田集会所 19:00,....__,

＂いつも笑顔で” 早稲田学区防犯組合連合会 1 出入り自由

11日 12日 13日 14日 15日 16日
成人の日 -• 牛田・早稲田地域総括支援センター出張相談所子育てオープンスペース 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 女性会定例会 l体協

ヽ ，`早稲田集会所2階松の間 9:30~12:00 早稲田公民館 9:30,....__,ll:30 市営集会所 10:30,....__, 早稲田二丁目上集会所 19:00,....__, 早稲田集会所 10:00,....__,

・ 民児協健康相談室 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

ー 前日までの予約制です。 早稲田公民館 9:30,....__,ll:OO早稲田二丁目上集会所 10:30・13:30 早稲田集会所 19:00,....__, 早稲田公民館 19:00,....__,

申込先：東区地域 早稲田四丁目ちゃのみば「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二丁目上「木遣り唄の練習」

支えあい課 市営集会所 10:30,....__, 早稲田集会所 19:00,....__, 21 :00,....__, 早稲田二丁目上集会所 19:00,....__,
匹 082-568-7735 早稲田三丁目すこやかタイム「100歳体操」青；少協指導i員パトロール --

早稲田公民館 13:30,....__,
東二丁目ぼちぼち

言

4日 5日 10日

坐
早稲田小授業・給食開始

早稲田中授業開始

＿ ，積雷・凍結時のスリップ事故に気をつけましょう！

~~- 17日~定例会

早稲田集会所 19:00,...__,

18日 19日 23日 24日
おはなし会

早稲田公民館 14:30,...,_,15:30

早稲田三丁目町内会役員会

早稲田公民館 19:00,...,_, 

, __ 

． 
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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！】

ボランティアバンクの受付 早稲田社協 225-3685

25日
東二丁目ぼちぼち

早稲田集会所

社協だより編集会議

ヤ i- 一

29日 30日
「わせぽんだいこ」練習

早稲田中武道場 18:00,..,_,20: 00 
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コロ＋禍？？

この半年ほどの間に広く浸透した

「コロナ禍」の「禍」 とは、わざわ

い、災難のこと。新型コロナウイル

スが人々に被害を与えていることを

示しているわけで、たしかに字面か

らも強い不安や市民生活への影響の

大きさが感じられる。 「禍」のつく

ことばは、古くから「戦禍」 「輪

禍」 「舌禍」といった漢語の形で使

われてきた。ちなみに輪禍とは交通

. . . ., . . . .. . . . . .. . .__ 

• 他にも「薬害禍」などがあり、また東日本大震 ト

；災以降は「原発禍」も登場することになった。 と
...； カタカナだと「マラリア禍」 「アスベスト禍」 ；― 

：なども見受けられる。 では今回、なぜ「コロ ； 

：ナ禍」ということばが使われるようになったの ； 

；か？端的にいえば、 「簡潔な表現が必要され ； 

・たから」ということのようだ。 「新型コロナウ ； 
・ ィルス感染拡大の影響で••…•」というように書
；き出しが長くなってしまうことを避けようと、

：新聞吝含めた活字メディアがこの合成語を使い
事故のことで、舌禍についてはいま

. ..... ~. - - ---ー・ー・ - - - -

．始めたわけである。
なら「失言」と言い表すほうが身近 ： 

． 
朝日新聞校閲センターより抜粋

． 
かもしれない。 ・ ・
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新型コロ＋ウイILス感染和t,のために
無::孟；;~'. レこぞこ;~a.. ~ I に~~~}と::、止~:~::、、：内‘苦~=:
げる可能性があります。新型コロナウ

イルス感染症対策には、自らを感染か

ら守るだけでなく、自らが周囲に感染

を広げないことが不可欠です。そのためには一人ひ

とりの心がけが何より重要です。これから冬場に向

けて、インフルエンザの流行も懸念されますので、

一層の感染予防策に努めましょう。

どの症状がある場合は、早めにかかりつけ医に電話

相脳の上、 受診L,て下さいn かかりつけ医がいない、

受診先がわからない時はコールセンター (TEL:

082-241-4566)に連絡して下さい。

多人数で食事をするときは、飛沫感染や接触感染

に注意する必要があります。一人ひとりが感染予防、

拡大防止に努め、おいしく、楽しく、安全に食事を

しましょう。

②手洗い・消畢

【外食時の注意点】

①お店の惑染予防策 スタッフのマスクの着用、換気の状況などをチェックして、

きちんと対策しているお店を選びましょう

食事の前には、手洗いや手指の消毒をしましょう

大皿を避け、個別の料理を選びましょう

隣の人と一つ飛ばしに座りましょう

対面は避け、互い違いに座るのも有効です

料理に集中、おしゃべりは、控えめにしましょう

持ち帰りや出前も活用しましょう

③メニュー

④座席

⑤会話

⑥持ち帰り

冒つ じ~\~\息 1 1月2日月曜日、雨

が降っていた朝のことです。

子ともが3,000円のお金が入った茶封筒を落として

しまいました。学校でカッターシャツを買うだめのお

金でした。家で探しても見つからす・・・ 学校に相談し

ても校内では見つからす… 一緩の望みをかけて、 5

日に東警察署に連絡を取りました。そうしたら、落と

した場所と日付からそれらしきものがあると.. 6日

に東壁察署にいき、無事に受け取りました。封筒には

カッタージャツのサイズである「160A」と記載して

ました。

1 1月2日月曜日、朝の7時50分頃、パークシティ

牛田のマンジョン前で茶封筒を拾って警察に届けてく

ださった方、本当にありがとうございました。

早稲田4丁目の住人

l,itだaこュ___..., ェイス
：：：：んにちは！ ごの度、民生委員・

児童呑目（主任児童委目）に就任し

た小谷です。

建ち並んでいた官舎が取り壊され、

寂しくなっていた早稲田団地に家や

マンションが建ち、賑やかになって

きてとても嬉しく思っています。

早稲田学区には幼稚園、小学校、中学校、大学と

沢山(J)学び (f)場がおります o みんなが笑顔で安心し

て楽しく子育てが出来る様に 、少しでもお手伝いが

出来たらいいなと思ってし 1ます。顔を見かけたら気

軽に声をかけて下さいね！宜しくお願いします。

早稲田 3丁目 小谷順子
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・レタス 1玉

・塩 お好みで，,----・-・・・・・・・-・・
＇、＿今回は大さ ・・・・・・・ ... 

【作り 方】 ーーー・ じ1くらい":・ヽ會ー・・・・・・-・・・・・・・・・・・ 
①レタスの芯を取り、ザっと洗う。

②包丁でザクザク切る

などプラス してもOKです0

③塩を振ってひたすらもむ。しばらく 置くと水が出るので絞る。これだけ ！
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