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記念すべき 10 0号では「わせだすごろく」を発行しました。

ということで… 20 0号でも「わせだすごろく 2」を作りました＊

「わせだのできごと」を振り返りながらご家族でお楽しみください)
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2003年7月
社協だより
創刊号発行
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シリーズ開始 (120号まで）
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111号早稲田社協新体制に

西田志都枝新会長
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●友楽タイム
平和について考えよう

～ビオラ演奏と原爆の語り部～． 



202:2年（令和4年）12月 早稲田学区 行事予定表 発行元：早稲田学区社会福祉協議会

月 火 水 木 金 土 日

28日 29日 30日 1日 2日 3日 4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 早稲田神社まで歩こう！ 「わせぼんだいこ」練習日 町内一斉清掃

月・木 11 ... 早稲田公民館 10:00,...__, 市営集会所 10:30,...,_, 10:00,...,_,11:00 早稲田中武道場 18:00"'20: 00 ,_ 

早稲田学区見守りサポートセンター
ll守り 屯!" "• 早稲田四T目「ちゃのみば」100歳体操 早稲田二丁目上 100歳体操

尉
Iー

・I-
【電話で声かけ！】 市営集会所 10:30,..._,早稲田二丁目上集会所 10:30~13:30~ 

Iー

ボランティアの受付 11• 
社協役員会 -＼、,. ,_ 

早稲田社協 225-3685 亀饂田集会所 19:00- ＊ 喫 e,_ ... ,t ~t\ 
~ ;;,-

｀ 
5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日

--, 

東四丁目「ひだまり」 =;t 大雪 早稲田四丁目「ちゃのみば」100歳体操 早稲田神社まで歩こう！ 早稲田三丁目町内会役員会

まつかぜ荘 早稲田中2年生修学旅行 (.-....,g日） 市営集会所 10:30,....., 10:00------11:00 早稲田公民館 17:00,.._,

おはなし会 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 東二丁目上町内会役員会 早稲田三T目町内会年末パトロール

早稲田公民館 14:30,..._, 早稲田公民館 10:00"--早稲田二丁目上集会所 10:30~13:30~ 早稲田集会所 19:00,...__, 18:00,...._, 

う）
早稲田四T目「ちゃのみば」100歳体操 社協常任理事会 早稲田二丁目上町内会幹事会 早稲田四丁目町内会幹事会

＊ 市営集会所 10:30,....., 早稲田集会所 19:00,..,_, 早稲田二丁目上集会所 19:00---..., 早稲田公民館 19:00"-' -.,.. 青少年指導員パトロール

12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日

東二丁目「ぼちぼち」 早稲田中 1・2年生学級懇談会 早稲田三丁目「すこやかタイム」100歳体操 早稲田四T目「ちゃのみば」100歳体操 早稲田神社まで歩こう！ おもちゃ病院 第18回東区ニュースポーツ交流大会

早稲田集会所 牛田・早稲田地域包括支援センター出張相談所 早稲田公民館 10:00,..,_, 市営集会所 10:30,..._, 10:00-----11 :00 早稲田公民館 10:00,..._,12:00 東区スポーツセンター

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 100歳体操 民児協定例会 「わせぼんだいこ」練習日 体協定例会

市営集会所 10:30,...,_,早稲田二丁目上集会所 10:30~13:30~ 早稲田集会所 早稲田中武道場 18:00,....,20:00 早稲田集会所 19:00,..._,, 
年末警戒 特殊詐欺に注意 ロ噂 早稲田アカデミー 早稲田二丁目上「木遣り唄の練習」

＼ ~ , 早稲田公民館 13:30"-'15:00 早稲田二丁目上集会所 19:00"-' 

～いつも笑顔で～ 東二丁目上町内会幹事会

8 早稲田学区防犯組合運合会 早稲田集会所 19:00,.....,
'I>-

19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日

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 冬至 早稲田小後期前半終了 早稲田小冬季休業開始 ーぶ
まつかぜ荘 早稲田公民館 10:00,,...._,早稲田四T目「ちゃのみば」100歳体操 早稲田中後期前半終了 早稲田中冬季休業開始 鵡早稲田四丁目「ちゃのみば」100歳体操 市営集会所 10:30,..,_,早稲田神社まで歩こう！

一市営集会所 10:30,..._,早稲田二T目上 100歳体操 10:00~11 :00 f 

｀ 一いきいきサロン「よりみち」 早稲田二丁目上集会所 10:30~13:30~ オープンスペース「てんとう虫」＜こ． 前日までに早稲田公民館へ

早稲田公民館 13:30......., 早稲田公民館 10:00'"'-'12:00 申込み

心
四 082-502-1239

26日 27日 28日 29日 30日 31日 1日

東二丁目「ぼちぼち」 牛田・早稲田地域包括支援センター出張相談所 大誨8 元日

早稲田集会所 早稲田集会所2階談話室 9:30~12:00

社協だより編集会議 早稲田二丁目上町内会
十干と十二支は紀元前（きげんぜん)(J)中国で暦（：：：よみ）として使われ始め、その後日本に伝わったものだよ。 ― 

十干は「甲」 「z」 「丙」 （こうおつへい） ・・など、もとは 1から 10までを数えるためのよび名。十二支は
年末パトロ ル 20:00------

年ご＇とに当てはめた 12種類の勤物のよび名。 12の漢字にわかりやすいように勤物を当てはめて「子（ね＝ねず
一

. 2等も鶉わr).. .... 象謬は み）、丑（うし）、寅（とら）、叩（う＝うさぎ）、辰（たつ＝龍（りゅう））、巳（み＝へび）、午（うま）、未（ひつじ）、

命如4毎 202 申（さる）、酉（とり＝にわとり）、戌（いぬ）、玄（い＝いのしし）」という名前をつけたんだって。

命紐5琴 2023毎くす！ 中国では木星を大切な星だと考えていて、木星が12年で太陽を回るごとから、 12という数字が時間を考える甚

紐~f)篠bたび”いょ.. 'I'I'I （もと）になっていたんだ。 1年には12の月、 1日には12の時間があると考えられ、それが12を差準（きじゅ

まだ薗ttcm ん）とする十二支の由来とされているんだよ。
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1200号発行と記念げl
広島市東区長 早稲田学区社会福祉協議会 ・ 

市岡泰三 /‘‘~ 会長西田志都枝 ・

て敬意を表します。

早稲田学区は、 ‘‘人にやさしい、人がやさしい、思

いやりのあるまちづくり"を目指し、多くの活動に取

り組んでこられました。平成30年7月豪雨の経験を踏ま

えた「防災への取組」、独自の「 7つのネットワーク

方式」による学区社会福祉協議会の活性化など、その

取組は、まさしく本市のまちづくりのトップランナー

と言え、東区役所としても大変誇らしく思っています。

早稲田学区の皆様におかれましては、今後もこれま

で同様、地域での豊かで潤いのある生活を享受しつつ、

早稲田学区ひいては東区のまちづくりのために一層の

お力添えをいただきますよう、お願い申し上げます。

結びに、早稲田学区社会福祉協議会の今後ますます

の御発展を祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせて

平成12年 (2000年） 6月1日、早稲田学

区 社会福祉協議会が、牛田学区から分

離 独立いたしました。最初は何から手

けたら良いのか手探り状態でしたが、 「広報

紙もあったらいいネ」と・・・思い立って．．．

以来、当初の季刊発行から現在の毎月発行というハー

ドルをクリアしてきたことは、地域の皆様のご協力と

応援があればこそ・ ・・と感謝しております。思う気

持ちと、伝える気持ちが地域の多くの方々の気持ちを

まとめていると思っています。

令和3年度 (2021年）から広島市は、地域コミュニティ

活性化に関する懇談会会議を発足させ、より住みやす

い地域に向けて様々な提案がなされています。令和4年

度も継続しての会議が持たれています。早稲田社協も

地域の皆様へより判りやすい情報を発信してまいりた

いと考えています。長く続くコロナ禍、地域温暖化、

少子高齢化社会と時代は大きな変化を見せていますが、

広報紙を通じて発信と提案を共有し自分の住み続けた

い町早稲田を楽しんでいただけたらと願っております。

． 

．いただきます。 ： 
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約4屈判翻勃漕芹グラウンド＇ゴ~£7~合
10月10日（月）早稲田中学校

3年ぶりに【第24回早稲田学区町民グラウンドゴル7大会】を開催するごとが

できました。前日から雨が降り続き、できるかな？と思いましたが、当日は何

とか雨も上がり、参加16千ーム、約100人の方々が集まり、大いに盛り上がりま

した。雨でグラウンドが重かったのか、レイアウトが難しかったのか、例年に

比べてホールインワンが少なく、恒例のタマゴが少し余る事態になりましたが、

最後はジャンケンで山分けとなし／ました。

優；戸；は戸ぷ届田4丁目B t 
● 小中学生混合の部：早稲田2丁目ヤングパワー ー 。

来賓、参加者、役員の皆さま、大変お世話になりました。来年も開催できる

ごとを願っています。 早稲田体協 会長 三 上 博



3年ぶリに秋祭リを開催し、60名を超

える方々がご参加くださし 1ました。

太鼓の音が町内に響き渡るなか、大人

も子どもも久々にお神輿を担ぎ、祭リの

早稲田三丁目 6年藤井忠至朗

桓藁~1b 

r1 『／ミ~:Y~YJ
10月15日（土）早稲田公民館

友楽タイム「バドミントン」が3年ぶりに開催されま

した。準備運動の後、学年毎に分かれて実際に打つこと

に。初めはジャトルに当てられなかった子ともたちも、

回数を璽ねるごとにあてられる様になり、次第に笑顔も

増えていきます。最後には試合も行い、 「楽しかった、

また来たい」の声も聞かれ、指導した大人たちにも満面

の笑みがあふれました。

バドミントンは外でも気軽に出来るスポーツです。お

父さん、お母さん、じいじ、ばぁばも一緒にやってみま

せんか？

早稲田体協バドミントン部部長乙田秀美

苓

鉱力瀧l定 会
10月21日（金）早稲田公民館

長引くコロナで地域行事が途絶える中、開催された

早稲田学区老人クラブ連合会主催の『体力測定会』。

会場では久しぶりの再会に笑顔の輪が拡がりました。

測定は4グループに分かれ、開眼片足立ち・上体起こ

し・握カ・長座体前屈・ 10m障害歩行 •6分問歩行

に挑戦。お互いに協力し元気いつばいスポーツの秋を

満喫しました。

牛田東四丁目

老人クラブ

会長

澤田良平


