
防火教室を開催します

　消防署への通報訓練・避難・消火訓練を消防署署員

の指導で，交流センター利用の皆様と中通小学校が ●　手芸「干支」教室

合同で次の通り行いますので，ぜひ参加してください。 　今年度の干支教室は，先生の体調不良のため

日　時　：11月１９日（金）９時３０分から 教室は中止としますが，材料の取り寄せをします。

場　所　：中通地域交流センター・小学校グラウンド 材料費　１，５００円（税込み）

講　師　：東広島市消防局　竹原消防署署員 材料申込締め切りは，11月15日（月）迄です。

ガーデニング教室種蒔きをしました

　当初9月中旬に種蒔きを予定していましたが，新型コ

て種蒔きを10月12日（火）9：00から行いました。 ●　しめ飾り教室

その後，寒さが厳しく発芽しなく，成長も悪い状況です。 日　時　12月7日（火）9時から12時まで

どなたかよいアドバイスをお願いします。 場　所　地域交流センター　2階ホール

参加費　　無料

講　師　　秋田　卓二先生

参加者　 地域の皆様です

参加申込　11月29日（月）

持参物　　ハサミ

　　裏白，南天，だいだい等は各自宅で飾り付けをしてください。

●　門松作り教室

材料集め　日　時　12月3日〈金）　9時から

下野町東社会福祉協議会 制　作　　　日　時　12月15日（水）9時から12時まで

　9月にチャレラン大会で募集したところ，多数出品いただき 　中通小学校と中通地域交流センター玄関へ各1対

ありがとうございました。 小学校3年生がミニ門松を1対作りますので，お手伝

　作品を交流センターへ展示し，優秀作品が決定しました。 いできる方はセンターへお知らせください。

俳句の部 今井 初音・大村 丕浩・岡  典夫・北原 勇・吉澤 春美

川柳の部 岩岡 伸洋・岡元 稔元・堂面 悦哉・古田 典之・吉澤 一男

 石原 知咲・高橋 信子・本田 文子

小学生　俳句・川柳
かねこ ひな ごたんだ やすと もりおか かほ もりひろ ここね もりみつ みこと やましげ まり

1学年 金子 ひな 五反田康人 森岡 花穂 2学年 森廣 心音 森光  美琴 山重  茉璃
あだち まお いしはら けん もりみつ みき なかむら みのり のたに そうま むらい じん

3学年 安達 麻央 石原　健 森光  美揮 4学年 中村美ノ理 野谷 颯真 村井  仁
じゅうれんじ りな はまだ しんや もり おとね いけさこ あやか おやま そうすけ ふるしげ しりゅう

5学年 十連地莉奈 濱田 慎也 森  音寧 6学年 池迫 絢香 尾山 壮佑 古重 司竜

チャレラン大会（俳句・川柳・絵手紙）入選者決定

ロナの感染状況を見ながら時期を調整し，１か月遅れ

絵手紙の部

講座のご案内

令和 3年11月 5日
中通地域交流センター

ＴＥＬ 22-6001 



地域/学校/教室・同好会行事予定表

11月 NOVEMBER 12月 DECEMBER
9日（火） 秋季全国火災予防運動 4日（土） 人権週間

14日（日） 7日（火） しめ飾り教室

19日（金） 防火教室 19日（日） 竹原市長・市議会補欠選挙

23日（火） 25日（土） クリスマス

24日（水） 28日（火） 官庁仕事納め

月 火 水 木 金
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17：00 18：30 協働のまちづくりネットワーク

13：30 9：30 さわやかグループ中通

9：30 習字

12：00

9：30 9：30 9：30 フォークダンス
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勤労感謝の日 避難所運営マニュアル作成モデル事業検討会

9：00 9：30 男性料理
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9：30 レザー 9：30 フォークダンス 9：00 9：30 さわやかグループ中通 10：00

17：00 12：30 パン作り
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16：00 竹原市選挙管理委員会

13：30 12：00

9：30 習字
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9：30 太極拳 9：30
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9：00 9：30 手編

13 14

広島県知事選挙

土 日

8 9 10 11 12

9：30 洋裁 9：30 唱歌


