
中筋学区コミュニティカレンダー 令和４年１０月号  発行 : 中筋学区社会福祉協議会

日 曜 事業内容 時間 場所 主催・等 日 曜 事業内容 時間 場所 主催・等

1 土 16 日 中筋学区社会福祉協議会

2 日 17 月 子育ておしゃべりルーム 10:00 東野公民館 東野公民館/中筋母親クラブ ［構成団体］

3 月 ひがしのサロン 10:00 東野公民館 社協/地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 運動会式リハーザル 中筋小学校 中筋学区社会福祉協議会

子育ておしゃべりルーム 10:00 東野公民館 東野公民館/中筋母親クラブ 民児協あいさつ 東原中学校 中筋一丁目町内会

登校指導 中筋小学校 18 火 「絆」放課後学習会 執行部会 東原中学校 中筋二丁目町内会

民児協あいさつ 東原中学校 中筋三丁目町内会

4 火 お話会　学校朝会 中筋小学校 19 水 中筋サロン 10:00 中筋福祉会館 社協/福寿会/中筋1丁目 中筋四丁目町内会

3年前期三者懇談① 東原中学校 リレー練習 中筋小学校 東野二丁目町内会

5 水 中筋サロン 10:00 中筋福祉会館 社協/福寿会/中筋1丁目 生徒朝会 薬物乱用防止教室 東原中学校 東野三丁目町内会

東原中学校 20 木 あかちゃんひろば 10:30 東野公民館
東野公民館/中筋地区民児協
中筋保育園 中筋地区民生委員

6 木 あかちゃんひろば 10:30 東野公民館 東野公民館/中筋地区民児協           ・児童委員協議会

個人懇談会(PM) 中筋小学校 21 金 第一福笑会健康くらぶ 10:00 東野集会所 社協 / 東野第一福笑会 中筋学区公衆衛生協議会

3年前期三者懇談③ 東原中学校 中筋小学校 中筋学区体育協会

7 金 第一福笑会健康くらぶ 10:00 東野集会所 社協 / 東野第一福笑会 1年職業講話 東原中学校 中筋地区青少年健全

前期終業式　個人懇談会(PM) 中筋小学校 22 土 パソコン相談室 9:30 東野公民館
東野公民館
地域ﾊﾟｿｺﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 　　　　　　育成連絡協議会

前期終業式　 東原中学校 運動会 中筋小学校 中筋学区自主防災会連合会

8 土 中筋学区自主防災連合会 防災会議 10:00 東野公民館 中筋学区自主防災連合会 23 日 あそびのひろば(速いボールの投げ方) 10:00 東野公民館
東野公民館
両学区スポーツ推進委員 中筋学区防犯組合

パソコン相談室 9:30 東野公民館
東野公民館
地域ﾊﾟｿｺﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 24 月 ひがしのサロン 10:00 東野公民館 社協/地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 中筋女性会

軽スポーツ教室(室内グランドゴルフ) 10:00 東野公民館
東野公民館
両学区スポーツ推進委員

運動会の代休 中筋小学校 中筋小学校ＰＴＡ

9 日 民児協あいさつ 3年復習テスト 東原中学校 東原中学校ＰＴＡ

10 月 スポーツの日 25 火 弁当持参　お話会 中筋小学校 安佐南交通安全協会中筋支部

11 火 後期始業式 中筋小学校 中筋・東野学区

後期始業式　民児協あいさつ 東原中学校 26 水 中筋サロン 10:00 中筋福祉会館 社協/福寿会/中筋1丁目 　　　　　老人クラブ連合会

12 水 中筋サロン 10:00 中筋福祉会館 社協/福寿会/中筋1丁目 学校朝会 東原中学校 中筋福寿会

リレー練習 中筋小学校 27 木 おはなし会(ﾃｰﾏ:きらきら) 10:30 東野公民館
東野公民館
おはなし会ボランティア 東野第一福笑会

学校朝会 東原中学校 5年校外学習　校内全体研修会 中筋小学校 東野第二福笑会

13 木 28 金 第一福笑会健康くらぶ 10:00 東野集会所 社協 / 東野第一福笑会 中筋東野商店街

東原サロン 13:30 東原集会所 両社協/地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 広島市立中筋小学校

14 金 第一福笑会健康くらぶ 10:00 東野集会所 社協 / 東野第一福笑会 授業参観 教育研修旅行説明会(1,2年) 進路説明会(３年) 東原中学校 広島市立東原中学校

東原サロン 13:30 東原集会所 両社協/地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 29 土 東野公民館

中筋学区赤い羽根街頭共同募金 未定 中筋駅周辺（予定） 中筋社協 30 日 東野三丁目町内会　健康問題特別講演会 13:30～16:00 東野公民館(研修室1) 東野三丁目町内会

運動会全体練習 中筋小学校 31 月 学校へ行こう週間(～11/4) 中筋小学校

介護の仕事出前授業(2年) 東原中学校 民児協あいさつ 東原中学校

15 土

※ 新型コロナ感染拡大状況により、活動の有無、実施状況など変更になる場合があります。各団体へご確認ください。

□ 中筋/東野/東原サロン、第一福笑会健康くらぶ＝ 問合せ 東原･祇園東地域包括支援センター ☎８５０－２２２０ □ 両社協/両体協＝中筋・東野学区

 ※コロナ感染状況により行事が中止・延期となる場合があります。

子ども安全の日  防犯ﾌﾞｻﾞｰ点検  学年下校  運動会前日準備

生徒朝会 3年前期三者懇談② 1年新聞セミナー


