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令和４年の漢字一文字は「戦」でした。ウクライナ侵攻、北朝鮮の相

次ぐミサイル発射など「戦」争を意識した年、日々の生活の中で直面

する急激な円安や物価高の影響・電力不足や感染症など、身近な

「戦」いで多くの人に不安を与えたでき事があった一方で、北京冬季

五輪、サッカーW杯での熱「戦」、野球界での記録への挑「戦」に盛り

上がった１年でもあったと思います。

新しい年（卯年）を迎え、今までの数年間から大きく「飛躍」し、私た

ちの生活が大きく「向上」する年になって欲しいものです。

地域交流センターとして、「つどう、まなぶ、むすぶ」という役割を果

たしながら、活力ある地域づくりに努めてまいりますので、本年もどう

ぞ

よろしくお願いいたします。

（裏面に続く）

12月２日寄せ植え講座

あけましておめでとうございます

女性の為の健康セミナー
～毎日を健康で快適に過ごそう～

自分の身体の変化と特徴について知ることで、自身で体調を
整え、毎日を快適に過ごせるよう一緒に考えていきます。
ご興味のある方は是非ご参加ください。
皆さまのご参加をお待ちしています。

日 時 令和５年１月３１日（火）１３：３０～１５：３０

場 所 荘野地域交流ｾﾝﾀｰ２階大会議室

講 師 宮下ルリ子先生 （県立広島大学助産学専攻科）

飯田 忠行先生 （県立広島大学保健福祉学部）

持参物 タオル・飲み物

動きやすい服装（軽く身体を動かします）

主 催 荘野女性会

定 員 女性２０名程度

申 込 竹下女性会会長

又は荘野地域交流ｾﾝﾀｰに申込みください

（☎29-0983）

※１３時より骨密度測定を行っています※

「地域ふれあい活動」神明さん資材援助

【荘野地区社協】
今年の神明さん資材援助を下記日程で行います

（旧正月は１月２２日（日）です）

対 象 神明さんづくりグループ

受取場所 荘野地域交流センター

資材援助 わら縄２巻き（中止されるグループ

には支給ありません）

支給開始 １月１０日（火）より

（土日を除く８時３０分～４時まで）

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

今、国会で相続やNISAについての変更が審議され

ています。今年中には変わるようです。みなさん損を

しないよう少し学んでみましょう。マネー講座を下記

日程で開催いたします。是非ご参加ください。

日時 令和５年２月９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

１月３１日（火）まで （☎29-0983）

定員 1０名 ※ どなたでも参加できます

12月12日6年生陶芸講座

12月14日あひる座公演 12月21日1・2年生ｾﾝﾀｰ訪問



６日 （金） 13:30 さわやか体操 19日 （木） 9:00 貸館（９時～17時）
７日 （土） 8:30 グラウンドG同好会 19日 （木） 13:30 ３B体操
７日 （土） 13:00 囲碁同好会 19日 （木） 19:00 どんど鼓荘野
７日 （土） 18:00 子ども和太鼓“葉組 20日 （金） 9:00 貸館（９時～17時）

10日 （火） 9:30 なつメロ教室 20日 （金） 13:30 編物同好会
10日 （火） 13:30 太極拳同好会 20日 （金） 13:30 さわやか体操
10日 （火） 13:30 絵手紙同好会 20日 （金） 19:00 賀茂川中学校PTA
10日 （火） 18:30 賀茂川吟詠同好会 21日 （土） 8:30 グラウンドG同好会
11日 （水） 9:30 オカリナ同好会 21日 （土） 9:30 子ども料理クラブ
11日 （水） 午前 ６年生陶芸教室（釉薬） 21日 （土） 13:00 囲碁同好会
11日 （水） 10:00 千字文同好会 21日 （土） 18:00 子ども和太鼓“葉組
11日 （水） 13:30 カラオケ教室 23日 （月） 10:00 伝筆同好会
11日 （水） 13:30 書道教室 23日 （月） 13:30 パソコン同好会
12日 （木） 10:00 発表会代表者会議 23日 （月） 13:30 はつらつ教室
12日 （木） 13:30 川柳同好会 24日 （火） 9:30 なつメロ教室
13日 （金） 13:30 さわやか体操 24日 （火） 13:30 太極拳同好会
14日 （土） 8:30 グラウンドG同好会 24日 （火） 13:30 パン作り同好会
14日 （土） 13:00 囲碁同好会 25日 （水） 9:30 健康料理教室
14日 （土） 13:30 おじおばバンド 25日 （水） 13:30 カラオケ教室
16日 （月） 13:30 はつらつ教室 27日 （金） 9:30 交流センターそうじ
16日 （月） 13:30 陶芸教室 27日 （金） 13:30 さわやか体操
17日 （火） 9:30 ひまわり会 28日 （土） 8:30 グラウンドG同好会
17日 （火） 10:30 風の子公演 28日 （土） 9:30 子ども生花クラブ
17日 （火） 13:30 手芸同好会 28日 （土） 13:00 囲碁同好会
17日 （火） 19:00 賀茂川吟詠同好会 28日 （土） 13:30 おじおばバンド
18日 （水） 9:30 オカリナ同好会 30日 （月） 13:30 はつらつ教室
18日 （水） 13:30 手話同好会 31日 （火） 13:00 骨密度測定会
18日 （水） 13:30 花づくり教室 31日 （火） 13:30 女性の為の健康セミナー

８日 （水） 9:00 絵本研修
１日 （水） 9:30 オカリナ同好会 ８日 （水） 10:00 千字文同好会
１日 （水） 13:30 手話同好会 ８日 （水） 13:30 カラオケ教室
２日 （木） 13:30 川柳同好会 ８日 （水） 13:30 書道教室
２日 （木） 13:30 ３B体操（自主） ８日 （水） 13:30 お菓子づくり教室
２日 （木） 19:00 どんど鼓荘野 ９日 （木） 10:00 基礎から学ぶマネー講座
３日 （金） 13:30 さわやか体操 10日 （金） 13:30 さわやか体操
４日 （土） 8:30 グラウンドG同好会 11日 （土） 8:30 グラウンドG同好会
４日 （土） 10:00 たまてばこ研修 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） 9:30 なつメロ教室 15日 （水） 9:30 オカリナ同好会
７日 （火） 13:30 絵手紙同好会 15日 （水） 13:30 手話同好会
７日 （火） 19:00 賀茂川吟詠同好会 15日 （水） 13:30 花づくり教室

※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１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５年１月行事案内

令和５年２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

１月２７日（金）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

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 １月２２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各家庭に届けられます

回収に来られない時は当日９時までに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


