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・教室・同好会の代表の方は出席簿に人数を記入ください

・その他団体等の方は「地域交流ｾﾝﾀｰ使用簿」に記入ください

・使用後は次に使用される方のことを考え掃除を行いましょう

・ゴミの持ち帰り、消灯、冷暖房の停止、窓の施錠、

換気扇停止は確実にお願いします

・教室の方は年間学習計画の提出をお願いします

令和３年度 地域交流センター利用状況

６月に入り今年もまた梅雨の時期となりました。毎年のように各地で大雨によ

る被害が出ていますが、今年こそは大きな被害が出ない事を願うばかりです。

被害にあわない為にも今から災害に備える準備をしていただくと共に、最新の

気象情報を確認し、コロナ感染予防対策も忘れずに「早目の避難」を心がけ

ましょう。

・公共施設利用時の感染症対策ﾁｪｯｸｼｰﾄによる確認実施

（手指の消毒・体調確認・利用者の名簿作成）

※体調不良の際は、来館自粛をお願いします

・使用場所・備品の消毒実施

（ｾﾝﾀｰ備付のｱﾙｺｰﾙｳｴｯﾄｼｰﾄ）

・収容人数の制限は解除されました。各教室・同好会

各種団体で感染予防対策をお取りください

詳しくは、申込時・来館時にご確認ください

みんなでコロナウイルスに打ち勝ちましょう

（裏面に続く）

地域交流センターからのお知らせ

☆地域交流センターご利用時のお願い☆

★新型コロナウイルス感染予防のためのお願い★

年度 回数人数

利用回数 179 回 202 回 171 回 552 回

利用人数 2,207 人 1,417 人 978 人 4,602 人

教室・子育て 同好会 他団体行事 年間利用合計

Ｒ３年度

スマホ教室の開催

まだまだ使い切れていないスマホ・・・

みんなでわからないを出し合って学んで

いきませんか・・・

日時 ６月３０日（木）１０：００～１時間半ぐらい

講師 忠海集学校の方にお願いしています

内容 スマホをもっと使ってみよう～

定員 １０名

申込 荘野地域交流センターへ（☎29-0983）

２回目以降は質問を出し合って

決めていきましょう

災害時に発令・発表される防災情報

※  令和４年度 各団体議案書

書面審議結果のお知らせ ※,

「荘野協働のまちづくりネットワーク」

結果：すべての議案について異議の届け出は

ありませんでしたので原案通り可決されました

・避難経路の確認

・ハザードマップの確認

・非常持ち出し袋の準備 など

日頃から準備しておきましょう

日赤奉仕団（荘野女性会）がお願いしました募金活動

にご協力いただきありがとうございました

心よりお礼申しあげます

【募金額 ４３１世帯 ２１５，５００円】



16日 （木） 13:30 どんど鼓荘野
６日 （月） 10:00 にこにこキッズ 17日 （金） 13:30 生花教室
６日 （月） 13:30 はつらつ教室 17日 （金） 13:30 編物同好会
７日 （火） 13:30 絵手紙同好会 17日 （金） 13:30 さわやか体操
７日 （火） 19:00 賀茂川吟詠同好会 18日 （土） 8:30 グラウンドG同好会
８日 （水） 9:00 絵本読み語り研修 18日 （土） 9:30 子ども料理クラブ
８日 （水） 9:30 オカリナ同好会 18日 （土） 13:00 囲碁同好会
８日 （水） 10:00 千字文同好会 20日 （月） 13:30 陶芸教室
８日 （水） 13:30 カラオケ教室 20日 （月） 13:30 はつらつ教室
８日 （水） 13:30 書道教室 21日 （火） 13:30 手芸同好会
９日 （木） 19:00 地域交流ｾﾝﾀｰ運営委員会 21日 （火） 19:00 賀茂川吟詠同好会
10日 （金） 13:30 さわやか体操 22日 （水） 9:30 健康料理教室
11日 （土） 8:30 グラウンドG同好会 22日 （水） 13:30 カラオケ教室
11日 （土） 13:00 囲碁同好会 23日 （木） 19:00 地区社協代議員会
11日 （土） 13:30 おじおばバンド 24日 （金） 13:30 さわやか体操
11日 （土） 18:00 子ども和太鼓“葉組 25日 （土） 8:30 グラウンドG同好会
13日 （月） 9:30 地区社協理事会 25日 （土） 9:30 子ども生花クラブ
13日 （月） 13:30 はつらつ教室 25日 （土） 13:00 囲碁同好会
14日 （火） 9:30 なつメロ教室 25日 （土） 13:30 おじおばバンド
14日 （火） 13:30 太極拳同好会 27日 （月） 13:00 パソコン同好会
15日 （水） 9:30 荘野クラブ運営委員会 27日 （月） 13:30 はつらつ教室
15日 （水） 13:30 手話同好会 28日 （火） 9:30 なつメロ教室
15日 （水） 13:30 花づくり教室 28日 （火） 13:30 太極拳同好会
16日 （木） 13:30 川柳同好会 29日 （水） 9:30 交流ｾﾝﾀｰそうじ
16日 （木） 13:30 ３B体操 30日 （木） 10:00 スマホ教室

１日 （金） 13:30 さわやか体操 12日 （火） 9:30 なつメロ教室
２日 （土） 8:30 グラウンドＧ同好会 12日 （火） 13:30 太極拳同好会
２日 （土） 13:00 囲碁同好会 13日 （水） 10:00 千字文同好会
４日 （月） 10:00 にこにこキッズ 13日 （水） 13:30 カラオケ教室
４日 （月） 13:30 はつらつ教室 13日 （水） 13:30 書道教室
５日 （火） 13:30 絵手紙同好会 13日 （水） 13:30 お菓子作り教室
５日 （火） 19:00 賀茂川吟詠同好会 14日 （木） 19:00 地域交流ｾﾝﾀｰ運営委員会
６日 （水） 9:30 オカリナ同好会 15日 （金） 10:00 遺族会役員会
６日 （水） 13:30 手話同好会 15日 （金） 13:30 生花教室
７日 （木） 13:30 川柳同好会 15日 （金） 13:30 編物同好会
７日 （木） 19:00 どんど鼓荘野 15日 （金） 13:30 さわやか体操
８日 （金） 13:30 さわやか体操 16日 （土） 8:30 グラウンドG同好会
９日 （土） 8:30 グラウンドＧ同好会 16日 （土） 9:30 子ども料理クラブ
９日 （土） 13:00 囲碁同好会 16日 （土） 13:00 囲碁同好会
９日 （土） 13:30 おじおばバンド 18日 （月） 12:00 ふれあい発表会（未定）
11日 （月） 13:30 はつらつ教室

令和４年６月行事案内

令和４年７月行事案内

リ サ イ ク ル 活 動 に ご 協 力 を
少ない資源を有効活用にと、ＰＴＡで資源回収を行います

日 時 ７月３日（日）８：００～ 場 所 庭先か道路から見えやすい場所へ
回収品 新聞紙・広告・雑誌・本・布類・アルミ缶・スチール缶・ビール瓶

・ダンボール・牛乳パック（洗って乾かして束ねてください）

※回収についての詳しいお願いは別途家庭に届けられます

当日９時までに回収がない場合は小学校にお電話ください

荘野小学校（２９－０００２） 【主催】荘野小学校ＰＴＡ

（裏面に続く）

※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２５日までにお願いします

※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


