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

１０月号でお知らせしました通り、縮小版ではあります

が３年ぶりに荘野産業文化祭を開催いたします。今回

農産物の審査は行いませんが、農産物・一般作品の出

品をお待ちしております。ご協力をよろしくお願いします。

産業文化祭は、９時より開始で農産物の即売会も行い

ますので、みなさん是非お越しください。

（裏面に続く）

今年度２回目の寄せ植え講座を開催します

年末年始の玄関をお花で飾りましょう

日 時 １２月２日（金）１０：００～

場 所 荘野地域交流ｾﾝﾀｰ前駐車場

講 師 有田隆則先生（有田園芸農園）

参加費 ２０００円

定 員 １５名から２０名

主 催 荘野女性会

荘野地域交流センター

申 込 １１月２２日（火）までに

荘野地域交流ｾﾝﾀｰ（29-0983）

今年のハイキングは、西野町の旧山陽道で地域の史

跡

を訪ね歩きましょう。西日本豪雨災害跡の大きな砂防堰

堤

も近くから見てみませんか・・・

日 時 １２月１１日（日） ９時集合（少雨決行・雨天中

止）

集 合 荘野地域交流センター

コース 交流ｾﾝﾀｰ～船屋一里塚～宝器砂防堰堤辺り

～亀山砂防堰堤辺り 往復

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

主 催 荘野地区社会福祉協議会

今年もコロナ禍の為実技はありませんが介護研修を

行います。 皆さん是非ご参加ください。

日 時 １１月１５日（火）13：30～
場 所 荘野地域交流センター２F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 中森 康輔さん

申 込 １１月１１日（金）までに

荘野地域交流センター（29-0983）

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

♫ふれあい健康ハイキング第44回荘野産業文化祭

日時 11月23日（祝・水）

9：00～11：00（即売9：30より）

場所 荘野地域交流センター
☆農産物の出品（審査なし）展示即売

☆一般作品の出品展示

みなさん御協力よろしくお願いいたします

介 護 研 修 会

🌼 年末・年始の寄せ植え

『冬～早春のにぎわい・玄関を飾りましょう』

にんぎょうげきあひる座

日 時 １２月１４日（水）１０：３０～
場 所 荘野地域交流センター２F大会議室

講 師 にんぎょうげきあひる座

申 込 １２月８日（金）までに

荘野地域交流センター（29-0983）

定 員 ８名

主 催 荘野地区社会福祉協議会

☆当日は賀茂川こども園・にこにこキッズ

の方が参加されます。

必ずお申込み下さい。

荘野ｸﾗﾌﾞｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会を終えて
入賞おめでとうございます （10/８開催）

優勝・・・出口博さん

２位 ・・・中川伸昌さん

３位 ・・・石田義明さん

仁賀荘野ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ同好会

交流会を終えて

入賞おめでとうございます （10/１開催）

優勝・・・中川伸昌さん（荘野）

２位 ・・・若年典男さん（仁賀）

３位 ・・・祐本征武さん（仁賀）

☆来年もたくさんの参加をお待ちしています



17日 （木） 13:30 ３B体操
７日 （月） 10:00 にこにこキッズ 17日 （木） 19:00 どんど鼓荘野
７日 （月） 13:30 はつらつ教室 18日 （金） 9:30 ソーラン練習
８日 （火） 9:30 なつメロ教室 18日 （金） 13:30 編物同好会
８日 （火） 13:30 パン作り同好会 18日 （金） 13:30 さわやか体操
８日 （火） 13:30 太極拳同好会 19日 （土） 8:30 グラウンドG同好会
９日 （水） 9:00 絵本読み語り研修 19日 （土） 9:30 子ども料理クラブ
９日 （水） 9:30 ソーラン練習 19日 （土） 13:00 囲碁同好会
９日 （水） 10:00 千字文同好会 21日 （月） 午後 小学校作品展示
９日 （水） 13:30 カラオケ教室 22日 （火） 9:00 会場準備
９日 （水） 13:30 書道教室 22日 （火） 12:30 農産物搬入・作品展示
９日 （水） 13:30 お菓子づくり教室 22日 （火） 13:30 生花教室
10日 （木） 10:00 ｾﾝﾀｰのつばめ巣落とし 22日 （火） 16:00 子ども生花クラブ
10日 （木） 13:30 川柳同好会 23日 （水） 9:00 荘野産業文化祭
11日 （金） 13:30 さわやか体操 23日 （水） 9:30 農産物即売
12日 （土） 8:30 グラウンドG同好会 23日 （水） 11:00 作品搬出・後片づけ
12日 （土） 13:00 囲碁同好会 24日 （木） 13:00 交流センター外壁水洗い
12日 （土） 13:30 おじおばバンド 25日 （金） １日 事務所休み
12日 （土） 18:00 子ども和太鼓“葉組 25日 （金） 13:30 さわやか体操
14日 （月） 13:30 はつらつ教室 26日 （土） 8:30 グラウンドG同好会
14日 （月） 13:30 パソコン同好会 26日 （土） １日 業者そうじ
14日 （月） 13:30 陶芸教室 28日 （月） 10:00 伝筆同好会
15日 （火） 9:30 ソーラン練習 28日 （月） 13:30 パソコン同好会
15日 （火） 13:30 手芸同好会 28日 （月） 13:30 はつらつ教室
15日 （火） 13:30 介護研修 29日 （火） 9:30 なつメロ教室
15日 （火） 19:00 賀茂川吟詠同好会 29日 （火） 13:30 太極拳同好会
16日 （水） 9:30 オカリナ同好会 30日 （水） 9:30 健康料理教室
16日 （水） 13:30 手話同好会 30日 （水） 13:30 カラオケ教室

（11月25日（金）センター事務所休みです）

１日 （木） 13:30 ﾌﾞｯｸﾚｽﾄﾗﾝ荘野 ９日 （金） 13:30 さわやか体操
１日 （木） 13:30 ３B体操（自主） 10日 （土） 8:30 グラウンドG同好会
１日 （木） 19:00 どんど鼓荘野 10日 （土） 13:00 囲碁同好会
２日 （金） 10:00 寄せ植え講座 10日 （土） 13:30 おじおばバンド
２日 （金） 13:30 さわやか体操 11日 （日） 9:00 ふれあい健康ハイキング
３日 （土） 8:30 グラウンドG同好会 12日 （月） 午前 ６年生陶芸教室
３日 （土） 13:00 囲碁同好会 12日 （月） 13:30 はつらつ教室
３日 （土） 18:00 子ども和太鼓“葉組 12日 （月） 13:30 陶芸教室
５日 （月） 13:30 はつらつ教室 13日 （火） 9:30 なつメロ教室
５日 （月） 13:30 パソコン同好会 13日 （火） 13:30 太極拳同好会
６日 （火） 9:30 スマホ教室（タネット） 13日 （火） 13:30 パン作り同好会
６日 （火） 13:30 絵手紙同好会 14日 （水） 10:00 千字文同好会
６日 （火） 19:00 賀茂川吟詠同好会 14日 （水） 10:30 にこにこキッズ
７日 （水） 9:30 オカリナ同好会 14日 （水） 10:30 あひる座公演
７日 （水） 13:30 手話同好会 14日 （水） 13:30 カラオケ教室
８日 （木） 10:00 配食サービス（理事） 14日 （水） 13:30 書道教室
８日 （木） 13:30 川柳同好会 14日 （水） 13:30 お菓子づくり教室
８日 （木） 19:00 交流ｾﾝﾀｰ運営委員会 15日 （木） 13:30 ３B体操
９日 （金） 9:30 交流ｾﾝﾀｰ避難訓練 15日 （木） 19:00 どんど鼓荘野

※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11月行事案内

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）

令和４年12月行事案内

※行事中止のお知らせ※

（裏面に続く）

荘野地域交流ｾﾝﾀｰよりお願い
今月の地域交流センターのそうじは

燕の巣落としと外壁水洗いを行います

つばめ巣落とし １１月１０日（木）１０時～

外壁水洗い １１月２４日（木）１３時～

我こそはと思われる方、

是非お手伝いお願いします。

（１１月２６日（土）は業者全館そうじです

交流センターは使用できません

よろしくお願いします）

※行事開催のお知らせ※
11月19日（土）１０時～ 竹原市民館にて 市老連演芸大会

みなさん是非お越しください

12月18日（日） おじおばﾊﾞﾝﾄﾞライブ（詳しくは12月号でお知らせします）


