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春寒ようやく緩む候、早咲きの桜の開花を聞く季節となりました。まだまだ寒い日も

ありますが春はそこまで来ています。

新型コロナ対策としてマスク着用について、３月１３日より屋内・屋外を問わず個人

の判断に委ねる事となり、少しずつ感染予防対策が緩和されていきます。それに伴

い、地域活動、センター活動も活性化されていくことと思いますが、コロナ感染が終

息したわけではありません。必要に応じて換気や消毒等の対策をとりながら今年度

残りの行事を行ってまいりますので、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）

令和４年度１年間ありがとうございました

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

主 催 荘野社協体育部

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

荘野町民ふれあいグラウンドゴルフ大会

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

※ 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

♪ お花見ウオーキング 🎵

地元の史跡をみんなで訪ねてみませんか～
去年雨天中止になったので今年こそは・・・
ウォーキングを楽しみましょう～

日 時 ４月2日（日）９時集合受付
（雨天中止）

集合場所 下新庄集会所
（小早川神社バス停横東側の道を２００M）
（駐車場係がいます）
（現地集合現地解散１１：００頃）

コ ー ス 下新庄集会所～木村城あと（往復２キロくらい）
（山城なので少し山登りがあります）
（足元が悪いので気をつけて参加ください）

対 象 どなたでも
参 加 費 無料
持 参 物 飲み物・タオル他必要なもの
申 込 ３月２８日（火）までに

荘野地域交流ｾﾝﾀｰ(☎29-0983)

基礎から学ぶマネー講座

シニア世代のお金と暮らし資産継承講座

令和６年より相続やNISAが変更になります。「どのお金」

を「どう管理」するか少し学んでみませんか。下記日程で

マネー講座を開催いたします。是非ご参加ください。

日 時 令和５年４月１３日（木）１０：００～
場 所 荘野地域交流ｾﾝﾀｰ１階和室

講 師 ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士

河口 英広様

申 込 荘野地域交流ｾﾝﾀｰに

４月７日（金）まで （☎29-0983）

定 員 1０名 ※ どなたでも参加できます

♪デコパージュ講座🎵

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾅﾌｷﾝの絵をデコパージュ液でマスクに貼り
付けていきます。ちょっとマスクを飾ってみませんか～

日 時 ３月１６日（木）１０：００～１１:３０
場 所 荘野地域交流センター和室
対 象 どなたでも
参加費 ２００円(材料代）
申 込 ３月１４日（火）までに

荘野地域交流ｾﾝﾀｰ
(☎29-0983）



17日 （金） 13:30 編物同好会
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 町民グラウンドG大会
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） 18:00 子ども和太鼓“葉組
８日 （水） 9:00 絵本研修 20日 （月） １日 事務所休み
８日 （水） 10:00 千字文同好会 20日 （月） 13:30 はつらつ教室
８日 （水） 13:30 カラオケ教室 21日 （火） 8:30 配食サービス（ぼたもち）
８日 （水） 13:30 お菓子づくり教室 22日 （水） 9:30 健康料理教室
８日 （水） 13:30 書道教室 22日 （水） 13:30 カラオケ教室
９日 （木） 10:00 配食サービス（理事） 24日 （金） 13:30 さわやか体操
９日 （木） 13:30 川柳同好会 25日 （土） 8:30 グラウンドG同好会

10日 （金） 13:30 さわやか体操 25日 （土） 9:30 子ども生花クラブ
11日 （土） 8:30 グラウンドG同好会 25日 （土） 13:00 囲碁同好会
11日 （土） 9:30 子ども料理クラブ 25日 （土） 13:30 おじおばバンド
11日 （土） 13:00 囲碁同好会 26日 （日） 9:30 女性会総会
11日 （土） 13:30 おじおばバンド 27日 （月） 10:00 伝筆同好会
11日 （土） 18:00 子ども和太鼓"葉組 27日 （月） 13:30 パソコン同好会
13日 （月） 13:30 はつらつ教室 27日 （月） 13:30 はつらつ教室
14日 （火） 9:30 なつメロ教室 28日 （火） 9:30 なつメロ教室
14日 （火） 13:30 太極拳同好会 28日 （火） 13:30 太極拳同好会
15日 （水） 9:30 オカリナ同好会 28日 （火） 13:30 パン作り同好会
15日 （水） 13:30 手話同好会 28日 （火） 19:00 賀茂川吟詠同好会
16日 （木） 9:30 デコパージュ講座 29日 （水） 9:30 交流センターそうじ
16日 （木） 13:30 ３B体操 29日 （水） 13:30 奉賛会役員会
16日 （木） 19:00 どんど鼓荘野 31日 （金） 13:30 ふれあいｵｰﾌﾟﾝサロン荘野
17日 （金） 13:30 生花教室 （２０日（月）事務所休み）

１日 （土） 8:30 グラウンドG同好会 ８日 （土） 13:30 おじおばバンド
１日 （土） 13:00 囲碁同好会 10日 （月） 13:30 はつらつ教室
３日 （月） 10:00 にこにこキッズ 11日 （火） 9:30 なつメロ教室
３日 （月） 13:30 はつらつ教室 11日 （火） 13:30 太極拳同好会
４日 （火） 13:30 絵手紙同好会 12日 （水） 10:00 千字文同好会
４日 （火） 19:00 賀茂川吟詠同好会 12日 （水） 13:30 カラオケ教室
５日 （水） 9:30 オカリナ同好会 12日 （水） 13:30 書道教室
５日 （水） 13:30 手話同好会 13日 （木） 10:00 マネー講座
５日 （水） 13:30 お菓子づくり教室 13日 （木） 19:00 地域交流ｾﾝﾀｰ運営委員会
６日 （木） 13:30 ３B体操 14日 （金） 13:30 さわやか体操
６日 （木） 13:30 川柳同好会 15日 （土） 8:30 グラウンドG同好会
６日 （木） 19:00 どんど鼓荘野 15日 （土） 13:00 囲碁同好会
７日 （金） 13:30 さわやか体操 17日 （月） 13:30 はつらつ教室
８日 （土） 8:30 グラウンドG同好会 17日 （月） 13:30 陶芸教室
８日 （土） 13:00 囲碁同好会 18日 （火） 19:00 賀茂川吟詠同好会

※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３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３月行事案内

令和５年４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

３月２９日（水）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

荘野協働のまちづくりネットワーク環境部会より

各地域の皆さん、環境ポスターの貼り

替えが始まりました

荘野小学校４年生の児童作品を

ゴミステーションに貼っています

ゴミの分別を徹底してみんなで

気持ち良い地域づくりを

めざしましょう


