
平成３０年 11 月
地域名 日 曜日 時間 行事名 場　所

波　除 3 土・祝 14：00～16：00 ふれあい喫茶（ぽっぽ） 市岡元町老人憩の家

5 月 13：30～15：30 いきいきサロン 波除老人憩の家

9 金 10：30～12：00 子育てサロン「紙ふうせん」 波除小学校　いきいき教室

10 土 14：00～16：00 ふれあい喫茶（とまと） 市営第2住宅７・８棟集会所

午前　子どもなみいちま・つ・り

午後（12：30～)　なみいちま・つ・り

24 土 14：00～16：00 ふれあい喫茶（いちご） 波除老人憩の家

13：00～16：00 健康体操（自彊術） 市岡元町老人憩の家

弁　天 7 水 11：30～13：00 お楽しみランチ会 弁天会館老人憩の家

10 土 13：00～15：00 ふれあい喫茶 弁天第一会所

14 水 13：30～15：30 いきいきサロン 弁天会館老人憩の家

15 木 10：30～11：45 子育てサロン 弁天第一会所

18 日 13：00～15：30 BOSAIフェスティバル(防災学習会) 弁天小学校

25 日 21：00～22：00 月例地域巡視 校下

13：30～15：00 百歳体操 弁天会館老人憩の家
　8：00～8：45
14：30～15：10 子ども見守り活動 校下全域　主要交差点等

磯　路 2 金 10：30～12：00 子育てサロン　いそじキッズ 磯路会館老人憩の家

5 月 12：00～13：00 食事サービス 磯路会館老人憩の家

10 土 11：00～15：00 居場所づくり（いそじ～らんど） 磯路会館老人憩の家

17 土 10：00～13：00 ふれあい喫茶 磯路会館老人憩の家

18 日 13：00～ グラウンドゴルフ（雨天時23日へ順延） 磯路小学校

19 月 13：30～15：00 いきいきサロン 磯路会館老人憩の家

24 土 7：00～8：00 町並清掃 校下

24 土 13：00～ カラオケ大会 磯路会館老人憩の家
13：30～14：30
15：00～16：00 いきいき百歳体操 磯路会館老人憩の家

14：30～ 児童見守り隊 校下

南市岡 7 水 10：30～11：30 ひったくり防犯パトロール 南市岡校化道路

13 火 13：30～15：30 いきいきサロン 南市岡小学校多目的室

16 金 12:00～13：00 食事サービス 南市岡会館老人憩の家

18 日 9：00～11：00 ふれあい広場・朝市 南市岡公園・南市岡会館

21 水 10：30～11：30 ひったくり防犯パトロール 南市岡校下道路

24 土 11：00～13：00 カレーまつり 地域サロン（マインズ不動産内）

10：00～11：30 百歳体操 南市岡会館老人憩の家
10：00～11：30
13：30～15：00 百歳体操 地域サロン（マインズ不動産内）

8：00～8：30 子ども見守り活動 校下学校開校時

地域行事予定表

毎週火

学校開校時

毎週水

学校開校時

原則毎週金曜日

18 波除小学校9：30～日

毎週木

毎週土



市　岡 4 日 9：00～ 地域美化清掃活動 市岡地域

14 水 13：30～15：30 健康えがおサロン 市岡会館

16 金 13：30～15：00 いきいきサロン 市岡会館

21 水 10：30～12：00 子育てサロン 市岡会館
7：50～8：20
14：45～16：30 子ども見守り活動 市岡地域

15：00～17：00 青色防犯パトロール活動 市岡地域

10：00～11：30 百歳体操 市岡会館

田　中 1 木 13：30～15：00 いきいきサロン（夕凪） 夕凪会館老人憩の家

5 月 20：00～ 夜回り活動 校下

6 火 13：30～15：00 ふれあい喫茶 田中会館老人憩の家

10 土 11：30～14：00 田中食堂 田中会館老人憩の家

14 水 10：30～12：00 子育てサロン 田中小学校　多目的室

25 日 21：00～ 夜回り活動 校下

26 月 13：30～15：00 いきいきサロン（田中） 田中会館老人憩の家

10：00～11：00 いきいき百歳体操 田中会館老人憩の家
8：00～8：45
14：30～15：10 子ども見守り活動 校下

三　先 1 木 12：00～13：00 食事サービス 三先憩いの家

13 火 10：00～11：30 子育てサロン（タンポポ） 三先憩いの家

21 水 13：30～15：30 ふれあい喫茶 三先憩いの家

27 火 13：30～ いきいきサロン活動 三先憩いの家

7：50～8：30 登校見守り活動 校下

15：00～16：00 地域見守り活動 校下

15：00～16：00 青色防犯パトロール活動 校下

池　島 3 土・祝 9：00～ 地域清掃活動 池島地域

23 金・祝 10：00～15：30 池島ふれあいまつり 池島公園

28 水 13：30～15：30 いきいきサロン 池島いこいの家

10：00～11：00 いきいき百歳体操 池島小学校多目的室

八幡屋 11 日 12：00～13：00 食事サービス 八幡屋会館老人憩の家

20 火 13：30～15：00 いきいきサロン 八幡屋会館老人憩の家

25 日 9：30～12：00 ふれあい喫茶 八幡屋会館老人憩の家

28 水 10：30～12：00 子育てサロン 八幡屋会館老人憩の家

10：00～11：00 いきいき百歳体操 八幡屋会館老人憩の家

14：00～16：00 青色防犯パトロール活動 八幡屋地域全域

港　晴 15 木 13：30～15：00 いきいきサロン 港晴東会館老人憩の家

16 金 10：30～12：00 子育てサロン 港晴東会館老人憩の家

17 土 12：00～13：00 食事サービス 港晴東会館老人憩の家

18 日 10：00～14：00 もちつき大会 港晴小学校

24 土 9：30～13：00 ふれあい喫茶 港晴東会館老人憩の家

10：00～11：00 いきいき百歳体操 港晴東会館老人憩の家

随時 子ども見守り活動 校下

毎週火・金

学校開校時

学校開校時

毎週火

毎週月・水・金

毎週木

毎週水・土

毎週火

毎週水

学校開校時

毎週水

毎週月・水・金

月～金



築　港 1 木 10：30～12：00 子育てサロン 築港小学校

8 木 13：30～15：30 ふれあい喫茶 築港会館老人憩の家

10 土 11：30～ カレーハウスほっこり亭 築港高野山

16 金 17：00～19：00 コミュニティレストラン「しあわせ食堂」 築港会館老人憩の家

21 水 10：00～15：00 ほっこり広場 築港温泉北隣り

22 木 13：30～ いきいきサロン 築港会館老人憩の家


