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7月23日（土）早稲田公民館

7月20日（水）早稲田公民館
「人生100年時代認知症をもっと知ろう！」と題

して牛田本町6丁目の井門ゆかり脳神経外科ク
NHKの朝ドラの影響力‘、あっという間に参加定員に達したとか。 リニックの院長先生からお話を聞きました。認知

まさかや～！ 症を起こす病態についてはいろいろな原因があ

ゆーきいさんとねえね？のお二人の三線の演奏と唄、《芭蕉布•島 り、早期対処すれば治癒することが可能だとか！！

唄・安里屋ユンタ・涙そうそう -.. :.. t 少しでも心当たりのある方はお近くのクリニック
etc》快く響きました。三線の 、． I~~' 

、^ 心 ', •. に相談してみ
音も唄声もいかにも沖縄。で "" .. , てはいかが
も、さっぱり訳が分からない ・ ですか？
ウチナーグチも、着物に帯を ・ 早稲田4丁目

締めないことも、腰まである 杉本日出明

長い髪で髪を結っておられ

ることも、沖縄打楽器のサンバの

ことも、沖縄のことは知らないこと

だらけだなぁと感じました。最後は

「かき混ぜる」という意味だという

カチャーシーをみんなで賑やかに

踊って、ちむどんどん！

早稲田3丁目上田顕子
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公園をぐるっと一周回ったら

紺2.9kmcす！！
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皆さんは

参加され

ましたか？

7月3日（日）各町内

次回は

12月4日

（日）です

置鼠』ここ眉りく包ごい』
「献血」とは、病気やけがで輸血や血漿分画製

剤を必要とする患者さんのために、自分の血液

を自発的かつ無償で提供することです。

皆さんの善意の献血によって、多くの患者さんの

命が救われます。

日時：令和4年9月11日（日）

午前 9:00,.._,12:00

午後 1:15,.._,3:15 

場所：早稲田公民館

主催：早稲田学区献血推進協力会

18歳~69歳、体重50kg以上の方。

(6 5歳以上の方は、健康面を考え60~64歳

の間に献血経験がある方に限ります。）
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月 火 水 木 金 土 日

29日 30日 31日 1日 2日 3日 4日 " I ヽ ヽ
社協だより編集会議 早稲田三丁目「すこやかタイム」100歳体操 社協役員会 早稲田神社まで歩.....う！ わせぽんだい....練習日 亨

早稲田公民館 10:00"-' 早稲田集会所 19:00""-' 10: 00"-'11 : 00 早稲田中武道場 18:00,.._..,20:00 ·~ 
~; 

早稲田四丁目「ちゃのみば」100歳体操 早稲田四丁目「ちゃのみば」100歳体操 防災ネット連絡会 7"' 

市営集会所 10:30,......., 市営集会所 10:30,......, 早稲田公民館 19:00,...,_,

雙5日 ヽ 6日 7日 8日 9日 10日 11日
早稲田中学校公開週間 (,...,_,g日）

令
早稲田中前期期末テスト(.......,9日） 白露 早稲田神社まで歩こう！ 早稲田小土曜参観・ウォークラリー 早稲田学区献血

東四丁目「ひだまり」 早稲田三丁目「すこやかタイム」100歳体操 早稲田二丁目上「100歳体操」 10:00,......,11:00 早稲田四丁目町内会幹事会 早稲田公民館

まつかぜ荘 早稲田公民館 10:00,....__,早稲田二丁目上集会所 10:30・13:30早稲田二丁目上町内会幹事会 早稲田公民館 19:00,..._.,第29回牛田3学区親善スポーツ大会

「おはなし会」 早稲田四丁目「ちゃのみば」100歳体操 早稲田四丁目「ちゃのみば」100歳体操 早稲田二丁目上集会所 19:00""'-' .II.. 東区スポーツセンター他

早稲田公民館 14:30,.....,15:30 市営集会所 10:30,---., 市営集会所 10:30,....__,東二丁目上町内会役員会
嵐

ねっと＊パト連絡会 わが町ネット連絡会 社協常任理事会 早稲田集会所 19:00,--.., ¥¥.. -.IL 

早稲田公民館 19:00"'-' クリーンねっと連絡会 早稲田集会所 19:00,......,早稲田三丁目町内会役員会
...,,, -L-

早稲田公民館 19:00'"'-'青少年指導員パトロール 早稲田公民館 19:00,...__,

12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日

早稲田小代休 牛田・早稲田地域包括支援センター出張相談所 早稲田小修学旅行(,..,_.,15日） 早稲田二T目上「100歳体操」 早稲田神社まで歩こう！ 東区PTA親善スポーツ大会 体協定例会

東二丁目「ぽちぽち」 早稲田集会所2階談話室 9:30~12:00早稲田四丁目「ちゃのみば」100歳体操 早稲田二丁目上集会所 10:30・13:30 10: 00"-'11: 00 おもちゃ病院 早稲田集会所 19:00"-'
早稲田集会所 10:00,...__,地域安全推進員「青パト講習会」 市営集会所 10:30,--....,早稲田四丁目「ちゃのみば」100歳体操 民児協定例会 早稲田公民館 10:00,,.,_,

早稲田集会所 14:00"'-'民~ 児協健康相談室 市営集会所 10:30"-'早稲田アカデミー 女性会定例会

前日までの予約制です。 ゾ／乙／
早稲田公民館 9:30------11:00じょうほうネット連絡会 早稲田公民館 13:30"-' 早稲田集会所 10:00"-' 

「にこにこ広場わせだ」子育てオープンスペース ． 早稲田公民館 19:00,..__,東二丁目上町内会幹事会 わせぽんだいこ練習日

申込先：東区地域支えあい課 早稲田公民館 9:30,--...,11 :30 

曼
早稲田集会所 19:00'"'-" 早稲田中武道場 18:00"'-'20:00

四 082-568-7735 _ 早稲田三丁目「すこやかタイム」100歳体操 、~..~- 早稲田二丁目上木遣り唄の練習

ヽ~ ノ 早稲田公民館 13:30,....., 早稲田二丁目上集会所 19:00"-' ' ' 

・ 董— ‘ 

早稲田三丁目町内会幹事会 確噸喰嘩

早稲田公民館 19:00'"'-'

19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日

敬老の日 いきいきサロンよりみち 早稲田二丁目上「100歳体操」 秋分の日 友楽タイム「紙飛行機作り」

東四丁目「ひだまり」 早稲田公民館 10:00,.....,早稲田二丁目上集会所 10:30・13:30早稲田神社まで歩こう！ 早稲田公民館 10:00"-'

まつかぜ荘 早稲田四T目「ちゃのみば」100歳体操 早稲田四丁目「ちゃのみば」100歳体操 10: 00,...,_,ll: 00 

ー諮さ- ：竺-忽-;: 

市営集会所 10:30"-' 市営集会所 10:30'"'-'
早稲田三T目「すこやかタイム」100歳体操 第2回まちづくり推進部会

早稲田公民館 13:30'"'-' 早稲田公民館 19:00'"'-'

早種田学区防犯絹合違合会より 」

26日 27日 28日 29日 30日
東二丁目「ぼちぼち」 早稲田中1年野外活動("-'29日） 早稲田二丁目上「100歳体操」 早稲田神社まで歩こう！

~ 

牛田・早稲田地域包括支援センター出張相談所 秋の全国交通安全運動
早稲田集会所 10:00,..._,早稲田集会所2階談話室 9:30~12:00早稲田三丁目「すこやかタイム」100歳体操 早稲田二丁目上集会所 10:30・13:30 10: 00,..._.,11: 00 

9月 21 日（水） ~30日（金）
社協だより編集会議 早稲田公民館 10:00,..,__,早稲田四丁目「ちゃのみば」100歳体操

5ら市営集会所 10:30,..,,_,早稲田四丁目「ちゃのみば」100歳体操

市営集会所 10:30,......, 「横断歩道では必ず安全確認！」
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東二丁目上（牛田早稲田第二公園）
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早稲田二丁目上（ちびっこひろば） 早稲田三丁目（牛田東第三公園） 早稲田四丁目（牛田早稲田第一公園）


