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霜降の候、山々も少しずつ色付き始め、肌寒さを感じる季節となりました。７月後半から日本各地で猛威を振るっ

た新型コロナウイルス感染症も、感染状況が改善し日常が戻りつつありますが油断は禁物です。第六波は必ず来

るとの心構えをもって、今後も感染予防対策を徹底しましょう。

先月号でお知らせしました通り、大変残念ですが荘野産業文化祭は中止と

なっています。もうしばらく我慢の生活は続きますがみんなで乗り切りましょう。

※行事中止・延期・変更のお知らせ※

（裏面に続く）

🌼 冬を彩る寄せ植え講座

今年は天候不良で材料不足の為、組み立てのみになります。
みなさんのご参加をお待ちしています。

12月 女性会もちつき

（今年ももちの注文受付はありません）

12月16日 交流ｾﾝﾀｰ大そうじ（縮小開催）

（平日の午前中、室内のみの大そうじです。

詳しくは12月号でお知らせします。

ご協力をお願いします）

11月１日 荘野産業文化祭実行委員会・・ 中止

11月７日 ふれあい参観日・・ 中止

（保護者の参観日となります）

11月23日 荘野産業文化祭‥ 中止

日 時 １２月２日（火）１０：００～

場 所 荘野地域交流センター駐車場

講 師 有田 隆則先生

（有田園芸農園）

参加費 ２０００円 （ﾌﾟﾗﾝﾀｰ・土・花など）

定 員 限定１５名

主 催 荘野女性会

荘野地域交流センター

申 込 荘野地域交流センターに

１１月２５日（水）までに

（☎29-0983）

※エプロン・作業用手袋をご持参ください

※どなたでも参加できます

日 時 １２月７日（火） 13：３０～

場 所 荘野地域交流ｾﾝﾀｰ

２階大会議室

申 込 荘野地域交流センター

（☎29-0983）まで

締 切 １２月３日（金）

限定１５名

☆ 材料の準備・指導は末廣さんにお願いしています

材料の持ち帰りのみはご遠慮ください

しめ縄をみんなで作ろう

今年もコロナ禍の為実技はできませんが

介護研修を行います。

みなさんご参加ください。

日 時 １１月１６日（火） １３：３０～

場 所 荘野地域交流ｾﾝﾀｰ２階大会議室

演 題 「少しでも役に立つ介助方法」

講 師 老人保健施設ゆさか

理学療法士 松本 尚さん

申 込 荘野地域交流センターまで

（☎29-0983）

必ず申込みお願いします

主 催 荘野地区社会福祉協議会

共 催 ボランティアの会せせらぎ

荘野クラブ・荘野女性会

荘野地域交流センター

介 護 研 修 会

プロ直伝のノウハウを学び、

クリスマス・迎春用のステキな寄せ植えを作ろう

♪

神明祭りについてお願い
今年度コロナ禍やその他の理由で神明行事を中止され

る班・地域の方は１１月末までに荘野地域交流センター

（☎29-0983）に連絡いただけますようお願いいたします。

わら縄の準備の都合上、早目の連絡をお願いします。

（今年度は旧正月２月１日（火））

地域交流センターよりお願い
最近、エアコンの消し忘れ、窓の閉め忘れが多発してい

ます。今一度確認をお願いします。

お 知 ら せ
荘野小学校６年生の書道作品を荘野地域交流センター

の２階大会議室に展示しています。みなさん鑑賞にお

越しください。

展示期間 １１月８日（月）～１１月３０日（火）

開館時間 平日９時～１６時



17日 （水） 14:00 フラダンス同好会
６日 （土） 8:30 グラウンドG同好会 18日 （木） 13:30 ３B体操
６日 （土） 13:00 囲碁同好会 18日 （木） 19:00 どんど鼓荘野
６日 （土） 18:00 子ども和太鼓"葉組” 19日 （金） 9:30 南京玉すだれ講座
８日 （月） 9:30 ひまわり会 19日 （金） 13:30 生花教室
８日 （月） 13:30 はつらつ教室 19日 （金） 13:30 さわやか体操
９日 （火） 9:30 なつメロ教室 20日 （土） 8:30 グラウンドG同好会
９日 （火） 13:30 太極拳同好会 20日 （土） 9:30 子ども料理クラブ
10日 （水） 9:30 オカリナ同好会（水） 20日 （土） 13:00 囲碁同好会
10日 （水） 10:00 千字文同好会 22日 （月） 9:30 パソコン同好会
10日 （水） 13:30 書道教室 22日 （月） 13:30 はつらつ教室
10日 （水） 13:30 カラオケ教室 24日 （水） 9:30 健康料理教室
11日 （木） 13:30 オカリナ同好会（木） 24日 （水） 9:30 オカリナ同好会（水）
11日 （木） 13:30 編物同好会 24日 （水） 13:30 カラオケ教室
12日 （金） 10:00 交流ｾﾝﾀｰ避難訓練 25日 （木） 9:30 交流センターそうじ
12日 （金） 13:30 さわやか体操 25日 （木） 13:30 ブックレストラン北部
12日 （金） 13:30 手芸同好会 25日 （木） 13:30 オカリナ同好会（木）
13日 （土） 8:30 グラウンドG同好会 26日 （金） 13:30 手芸同好会
13日 （土） 13:00 囲碁同好会 26日 （金） 13:30 さわやか体操
13日 （土） 13:30 おじおばバンド 27日 （土） 8:30 グラウンドG同好会
13日 （土） 18:00 子ども和太鼓"葉組” 27日 （土） 9:30 子ども生花クラブ
15日 （月） 13:30 はつらつ教室 27日 （土） 13:00 囲碁同好会
15日 （月） 13:30 陶芸教室 27日 （土） 13:30 おじおばバンド
16日 （火） 9:30 なつメロ教室 29日 （月） 9:30 パソコン同好会
16日 （火） 13:30 介護研修 29日 （月） 13:30 はつらつ教室
16日 （火） 19:00 賀茂川吟詠同好会 30日 （火） 13:00 交流センター外回りそうじ
17日 （水） 13:30 手話同好会 30日 （火） 13:30 太極拳同好会

８日 （水） 13:30 書道教室
１日 （水） 9:30 オカリナ同好会（水） ８日 （水） 13:30 お菓子づくり教室
１日 （水） 13:30 手話同好会 ８日 （水） 13:30 カラオケ教室
１日 （水） 14:00 フラダンス同好会 ９日 （木） 9:30 荘野クラブ理事会
２日 （木） 10:00 寄せ植え講座 ９日 （木） 13:30 オカリナ同好会（木）
２日 （木） 13:30 川柳同好会 ９日 （木） 13:30 編物同好会
２日 （木） 19:00 どんど鼓荘野 ９日 （木） 19:00 地域交流ｾﾝﾀｰ運営委員会
３日 （金） 10:00 配食サービス（理事） 10日 （金） 13:30 さわやか体操
３日 （金） 13:30 さわやか体操 10日 （金） 13:30 手芸同好会
４日 （土） 8:30 グラウンドG同好会 11日 （土） 8:30 グラウンドG同好会
４日 （土） 13:00 囲碁同好会 11日 （土） 13:00 囲碁同好会
４日 （土） 18:00 子ども和太鼓“葉組” 11日 （土） 13:30 おじおばバンド
６日 （月） 10:30 にこにこキッズ 13日 （月） 13:30 はつらつ教室
６日 （月） 10:30 あひる座公演 14日 （火） 9:30 なつメロ教室
６日 （月） 13:30 はつらつ教室 14日 （火） 13:30 太極拳同好会
７日 （火） 13:30 しめ縄づくり講座 15日 （水） 9:30 オカリナ同好会（水）
７日 （火） 13:30 絵手紙同好会 15日 （水） 13:30 花づくり教室
７日 （火） 19:00 賀茂川吟詠同好会 15日 （水） 13:30 手話同好会
８日 （水） 10:00 千字文同好会 15日 （水） 14:00 フラダンス同好会

※教室・同好会の日時を変更される場合、必ず職員にお知らせください。

※教室・同好会日時変更は前月２６日までにお願いします。(12月は20日まで）

※月の途中でも状況に応じて、自粛をお願いする場合もあります。

※竹原市などの主催行事も中止・延期があります。確認の上ご参加ください。

※竹原市ホームページに各地域交流センターだよりが掲載されています。

令和３年１１月行事案内

令和３年１２月行事案内


