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体力維持・気分転換に多数参加をお待ちしています

日 時 10月８日（土）８時30分集合受付
（雨天予備日１０月９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 無料 （参加賞他賞あり）

持参物 飲み物・タオル他必要なもの

対 象 荘野クラブ会員

申 込 9月26日（月）までに

荘野クラブ理事さん 又は

荘野地域交流センターまで

（☎29-0983）

☆用具は貸出いたします

☆皆さん是非参加ください

９月19日 荘野地区敬老会（中止）

女性会役員さんが記念品をお渡しします

10月６日 地域と小学校と避難訓練（中止）

11月 地域と中学校と避難訓練（中止）

荘野地区環境美化活動

・・・１０月１５日に予定しています

詳しくは１０月号交流ｾﾝﾀｰだよりでお知らせします

健やかに敬老の日を迎えられ、心よりお喜び申しあげます。

今年も荘野地区敬老会は開催できませんが、荘野女性会さん

より記念品が贈られます。皆さま方におかれましてはくれぐれも

健康に気をつけられて、これからも元気でお過ごしください。

今年の夏も、全国的に異常気象による猛暑に加えてコロナも

爆発的な感染拡大により、竹原市も連日多くの感染報告がさ

れています。行動制限がない中、いつ、誰が感染してもおかし

くない状況ですが、これ以上感染拡大しないよう基本的感染

予防対策をとりながら、みなさん気を付けていきましょう。

※行事中止・延期のお知らせ※

（裏面に続く）

新盆供養追悼法要は、荘野地域交流センターにおい

て１３遺族をお迎えしてしめやかに執り行いました。お

世話いただいた実行委員の皆様お世話になりました。

尚、収支を右記のとおり報告いたします。

敬老の日おめでとうございます

荘野地区新盆供養追悼法要のお礼と報告 令和４年度 新盆供養追悼法要決算

仁賀・荘野グラウンドゴルフ同好会

交 流 大 会

仁賀・荘野グラウンドゴルフ同好会の交流会を行います。

今年は秋の開催となります。ふれあいを楽しもう・・・

皆さん是非ご参加ください。

日 時 10月１日（土）８時30分集合受付
（小雨決行・雨天順延）

８：3０集合受付

９：0０開会式 終了後プレー開始

場 所 仁賀ダム多目的グラウンド

参加費 ３００円（当日受付時徴収）

参加賞他各賞有り

持参物 飲み物・タオル他必要なもの

対 象 仁賀・荘野地域交流ｾﾝﾀｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞG同好会会員

申 込 ９月21日（水）までに

荘野地域交流センター（☎29-0983）

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ同好会 中川さん

☆非会員の方も入会して是非参加ください

第15回荘野ｸﾗﾌﾞグラウンドゴルフ大会
交通安全教室について

竹原警察署の方に交通安全について講話いただきます

どなたでも参加できます

日 時 10月13日（木）13時30分～
場 所 荘野地域交流センター２F大会議室

講 師 竹原警察署交通課

主 催 荘野女性会

申 込 9月30日（金）まで

荘野女性会正副会長

荘野地域交流ｾﾝﾀｰ

☎29-0983まで

収入の部 支出の部

費    目 金    額 内      訳 費    目 金    額 内      訳

団体寄付 50,000 荘 野 ク ラ ブ ・ 女 性 会 ・ 社 協 ・ 自 治 会会 議 費 7,874 会議お茶

繰 越 金 88,148 法要経費 30,870 お布施・お供え

寄 付 金 10,000 事 務 費 6,484 製本テープ・用紙・郵送代

合 計 148,148 雑 費 3,740 白布ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

収 入 148,148－ 支 出 48,968＝ 99,180（ 次 年 度 繰 越 ） 合 計 48,968



17日 （土） 8:30 グラウンドG同好会
６日 （火） 9:30 ひまわり会 17日 （土） 9:30 子ども料理クラブ
６日 （火） 10:10 ３年生と盆踊り 17日 （土） 13:00 囲碁同好会
６日 （火） 13:00 5年生太鼓 17日 （土） 13:00 敬老会記念品準備
６日 （火） 13:30 絵手紙同好会 17日 （土） 13:30 おじおばバンド
６日 （火） 19:00 賀茂川吟詠同好会 17日 （土） 18:00 子ども和太鼓“葉組
７日 （水） 9:30 オカリナ同好会 18日 （日） 10:00 敬老会記念品準備
７日 （水） 13:30 手話同好会 20日 （火） 9:30 交流センタ―そうじ
７日 （水） 19:00 交流センター運営委員会 20日 （火） 13:30 協働のまち役員会
８日 （木） （公民館大会（リモート）） 20日 （火） 13:30 手芸同好会
９日 （金） 10:30 ３年生と盆踊り 20日 （火） 19:00 賀茂川吟詠同好会
９日 （金） 13:30 さわやか体操 21日 （水） 9:30 オカリナ同好会
10日 （土） 8:30 グラウンドG同好会 21日 （水） 13:30 手話同好会
10日 （土） 13:00 囲碁同好会 21日 （水） 13:40 ５年生太鼓
10日 （土） 13:30 おじおばバンド 21日 （水） 13:30 花づくり教室
12日 （月） 9:30 スマホ同好会 22日 （木） ｾﾝﾀｰ事務所休
12日 （月） 8:35 5年生太鼓 24日 （土） 8:30 グラウンドG同好会
12日 （月） 13:30 陶芸教室 24日 （土） 9:30 子ども生花クラブ
12日 （月） 13:30 はつらつ教室 24日 （土） 13:00 囲碁同好会
13日 （火） 9:30 なつメロ教室 24日 （土） 13:30 おじおばバンド
13日 （火） 13:30 太極拳同好会 26日 （月） 10:00 伝筆同好会
14日 （水） 9:00 絵本読み語り研修 26日 （月） 10:30 ５年生太鼓
14日 （水） 10:00 千字文同好会 26日 （月） 13:00 パソコン同好会
14日 （水） 10:30 5年生太鼓 26日 （月） 13:30 はつらつ教室
14日 （水） 13:30 カラオケ教室 27日 （火） 9:30 なつメロ教室
14日 （水） 13:30 書道教室 27日 （火） 13:30 太極拳同好会
14日 （水） 13:30 お菓子作り教室 27日 （火） 13:30 パン作り同好会
15日 （木） 13:30 ３B体操 28日 （水） 9:30 健康料理教室
15日 （木） 19:00 どんど鼓荘野 28日 （水） 10:30 ５年生太鼓
16日 （金） 9:30 荘野クラブ運営委員会 28日 （水） 13:30 カラオケ教室
16日 （金） 13:30 生花教室 29日 （木） 11:20 ５年生太鼓
16日 （金） 13:30 編物同好会 30日 （金） 8:35 ５年生太鼓
16日 （金） 13:30 さわやか体操 30日 （金） 13:30 さわやか体操

９日 （日） 8:30 荘野クラブGｺﾞﾙﾌ大会（予備日）
１日 （土） 8:30 仁賀・荘野合同ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会 11日 （火） 9:30 なつメロ教室
１日 （土） 13:00 囲碁同好会 11日 （火） 13:30 太極拳同好会
３日 （月） 10:00 にこにこキッズ 12日 （水） 9:00 絵本読み語り研修
３日 （月） 13:30 はつらつ教室 12日 （水） 10:00 千字文同好会
４日 （火） 13:30 絵手紙同好会 12日 （水） 13:30 書道教室
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 13日 （木） 9:30 荘野クラブ理事会
５日 （水） 13:30 手話同好会 13日 （木） 13:30 交通安全教室
６日 （木） 13:30 ３B体操（自主） 13日 （木） 19:00 地域交流ｾﾝﾀｰ運営委員会
６日 （木） 13:30 川柳同好会 14日 （金） 13:30 さわやか体操
６日 （木） 19:00 どんど鼓荘野 15日 （土） 8:30 環境美化活動
７日 （金） 9:30 ボランティア理事会 15日 （土） 9:30 子ども料理クラブ
７日 （金） 13:30 さわやか体操 15日 （土） 9:30 グラウンドG同好会
８日 （土） 8:30 荘野クラブｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会 15日 （土） 13:00 囲碁同好会
８日 （土） 13:00 囲碁同好会 17日 （月） 13:30 はつらつ教室
８日 （土） 13:30 おじおばバンド 17日 （月） 13:30 陶芸教室

※９月２２日（木）荘野地域交流センター事務所休みます。

※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。

令和４年９月行事案内

令和４年10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１回有志の方により

荘野地域交流センターの

そうじを行っています。

我こそはと思われる方、

是非お手伝いお願いします。

（９月は20日９：３０からです）


