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荘 野 地 域 交 流 ｾ ﾝ ﾀ ｰ
TEL ・ FAX 【 ２９－０９８３ 】

Email:shouno0983@tanet.ne.jp

一年中で最も寒い大寒も過ぎて暦のうえでは春を告げる立春を迎えましたが、まだま

だ寒い日が続いています。待ち遠しい春に向けて今しばらくがんばっていきましょう。

コロナ禍地域交流センターとしては、感染予防対策を十分に取りながら今できる活動

を行ってまいります。尚、予定していました「明るい地域づくりの会」は中止となり、延期

になっていました「ふれあい発表会」を開催します。又、「ふれあいサロン荘野」は「ふれ

あいオープンサロン荘野」として開催しますので、みなさん是非ご参加ください。

お待ちしています。

（裏面に続く）

明るい地域づくりの会中止のお知らせ

ふれあいサロン荘野

ふれあいオープンサロン荘野として開催

荘野地区社協が長年開催してきました「ふれあいサロン
荘野」もコロナ禍の為約３年開催できていませんが、先月
チラシでお知らせしましたように「ふれあいオープンサロン
荘野」として開催いたします。地域のみなさん、小地域サ
ロンのみなさん、是非ご参加ください。

日 時 令和５年２月２１日（火）１３：３０～
場 所 荘野地域交流ｾﾝﾀｰ２階大会議室

講 師 音楽ユニットげんきなこ

主 催 荘野社協人権啓発部

日 時 ３月１８日（土）

（雨天順延３月１９日（日））

８：３０集合受付

９：００開会式 終了後プレー開始
場 所 荘野小学校グラウンド

参加費 なし 参加賞他各賞あり

持参物 飲み物・タオル他必要なもの

道具の貸出あり

対 象 荘野地区住民・子どもは小学生以上

申 込 ３月８日（水）までに

荘野地域交流センター（☎29-0983）

又はｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ同好会 中川さん

令和4年度 第21回荘野ふれあい発表会

延期になっていました荘野ふれあい発表会を下記日程で

開催いたします。まだまだ感染予防対策をとりながらなので交

流会などは行えませんが、３年分の思いをこめて発表します。

地域のみなさんも参加されて応援お願いいたします。

日時 ２月２６日（日）１２：００～

場所 荘野地域交流センター２Ｆ大会議室
カラオケ・なつメロ・賀茂川吟詠・どんど鼓荘野

おじおばバンド・オカリナ・盆踊り保存会・手話

荘野子ども和太鼓～葉組～・３B体操

申込 荘野地域交流センターまで（☎29-0983）

荘野町民ふれあいグラウンドゴルフ大会

市県民税・国民健康保険税 申告相談

日 時 ３月２日（木） ９時～１６時

場 所 荘野地域交流センター １階和室

第２回ふれあいオープンサロン荘野

「春の舞踊ショー」

日 時 令和５年３月３１日（金）１３：３０～
場 所 荘野地域交流ｾﾝﾀｰ２階大会議室

講 師 藤間勘寿貴社中

主 催 荘野社協福祉部

※ どちらも会費は不要

申込は荘野地域交流ｾﾝﾀｰ（☎29-0983）

又は荘野社協國兼会長まで

３年ぶりの町民グラウンドゴルフ大会を開催いたします

今回から子どもも大人も一緒にプレーして交流しましょう

みなさんの参加お待ちしています

第１回ふれあいオープンサロン荘野

荘野社協人権啓発部

「げんきなこコンサート」
～パーキンソン病と共に 歌をうたって春にいる～



６日 （月） 10:00 にこにこキッズ 17日 （金） 13:30 さわやか体操
６日 （月） 13:30 はつらつ教室 18日 （土） 8:30 グラウンドG同好会
７日 （火） 9:30 なつメロ教室 18日 （土） 9:30 子ども料理クラブ
７日 （火） 13:30 絵手紙同好会 18日 （土） 13:00 囲碁同好会
７日 （火） 19:00 賀茂川吟詠同好会 18日 （土） 13:30 おじおばバンド
８日 （水） 9:00 絵本研修 18日 （土） 18:00 子ども和太鼓“葉組
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 お菓子づくり教室 21日 （火） 9:30 なつメロ教室
９日 （木） 10:00 基礎から学ぶマネー講座 21日 （火） 13:30 人権啓発「げんきなこｺﾝｻｰﾄ」
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 書道教室
11日 （土） 13:00 囲碁同好会 22日 （水） 13:30 カラオケ教室
13日 （月） 13:30 はつらつ教室 24日 （金） 10:00 盆踊り口説き・太鼓
14日 （火） 9:30 なつメロ教室 24日 （金） 13:30 さわやか体操
14日 （火） 13:30 太極拳同好会 25日 （土） 8:30 グラウンドG同好会
14日 （火） 19:00 賀茂川吟詠同好会 25日 （土） 9:30 子ども生花クラブ
15日 （水） 9:30 オカリナ同好会 25日 （土） 13:00 囲碁同好会
15日 （水） 13:30 手話同好会 25日 （土） 13:30 おじおばバンド
15日 （水） 13:30 花づくり教室 25日 （土） 18:00 中西野自治会役員会
15日 （水） 14:00 盆踊り口説き・太鼓 26日 （日） 12:00 ふれあい発表会
16日 （木） 9:30 荘野ｸﾗﾌﾞ運営委員会・理事会 27日 （月） 10:00 伝筆同好会
16日 （木） 13:30 ３B体操 27日 （月） 13:30 パソコン同好会
16日 （木） 19:00 どんど鼓荘野 27日 （月） 13:30 はつらつ教室
17日 （金） 9:00 ピアノ調律 28日 （火） 9:30 交流センターそうじ
17日 （金） 13:30 生花教室 28日 （火） 13:30 太極拳同好会
17日 （金） 13:30 編物同好会 28日 （火） 13:30 パン作り同好会

１日 （水） 9:30 オカリナ同好会 ８日 （水） 13:30 書道教室
１日 （水） 13:30 手話同好会 ９日 （木） 10:00 配食サービス（理事）
２日 （木） 9:00 申告相談 ９日 （木） 13:30 川柳同好会
２日 （木） 13:30 ３B体操（自主） ９日 （木） 19:00 交流センター運営委員会
３日 （金） 10:00 どんど鼓荘野 10日 （金） 13:30 さわやか体操
３日 （金） 13:30 さわやか体操 11日 （土） 8:30 グラウンドG同好会
４日 （土） 8:30 グラウンドG同好会 11日 （土） 13:00 囲碁同好会
４日 （土） 13:00 囲碁同好会 11日 （土） 13:30 おじおばバンド
４日 （土） 18:00 子ども和太鼓“葉組 13日 （月） 13:30 はつらつ教室
６日 （月） 10:00 にこにこキッズ 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 絵手紙同好会 15日 （水） 9:30 オカリナ同好会
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） 9:00 絵本研修 16日 （木） 13:30 ３B体操
８日 （水） 10:00 千字文同好会 16日 （木） 19:00 どんど鼓荘野
８日 （水） 13:30 カラオケ教室

※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２月２４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５年２月行事案内

令和５年３月行事案内

（裏面に続く）

荘野地域交流ｾﾝﾀｰよりお願い
毎月実施の地域交流ｾﾝﾀｰそうじは

２月２８日（火）９時30分から
行います

我こそはと思われる方、お手伝い

よろしくお願いいたします

最近、空き巣・忍び込み

・居空き被害が多発して

います

みんな気をつけようね


