
 

4/1～ ４/30迄日程 行 事 内 容 

 ４月１２日（日） さくら並木クリーン作戦 

 ４月１９日（日） 自治会連合会定期総会 

 ４月２９日(水)、５月３日(日) ～５日(火) は 

祝日のため休館いたします。 

（予定の為、変更になる場合があります。） 

 

 

 

 

早通中学校よりお知らせ 

 早通中学校では 4月 6日（月）午後

入学式を行います。 

 新しい制服に身を包んだ新一年生、

ご入学おめでとうございます！ 

 

 

 

早通コミュニティセンター

の 1階ロビーに北区社会福祉

協議会の助成を受け「ＡＥＤ」

が設置されました。 

「ＡＥＤ」は救命処置のた

めの医療機器です。いざとい

う時、少しでも早く対応でき

るように用意しました。 

 

○毎月１日早コミ通信『すくらむ』発行 

    １４２号～１５２号１１回（１月はお休み） 

○早通地域コミュニティ協議会総会  ５/１１(日) 

○早通地区懇談会（区長と語る会）  ７/１９(土) 

 

○移動お茶の間サロン 

   (６・９・１０・１１月 各月２回 計８回) 

○寿学級              ６/１４(土) 

○早通地域コミュニティ合同敬老会  ９/２０(土) 

○早通 福祉・健康まつり      １１/１５(土) 

○早通コミュニティデイホーム    通年 

 

 

○プール開放        ７/２５(金)～８/８(金) 

○子供安心安全活動          通年 

○「アーリーロード」居場所交流事業  通年 

 

○第２６回早通コミュニティ文化祭『まちの広場』 

    作品展 １１/１(土)～２(日) 

    発表会 １１/２(日) 

 

 

○人間のぼり旗作戦    ７/１８(金)・９/２６(金) 

○第４1 回 早通ふるさとまつり ８/２３(土)･２４(日) 

○第５回 早通地区防災訓練     １０/５(日) 

○第３８回 早通地区大運動会    １０/１９(日) 

○第１２回 ビッグクリスマス    １２/１４(日) 

○第３２回 さいの神         １/１１(日) 

○第３５回 室内遊技大会       ２/２２(日) 

 

○早通さくら並木一斉清掃 ４/６(日) 

○花いっぱい活動     ６/２１(土)・１１/８(土) 

○「ふるさとまつり」駅前広場整備清掃活動  

８/２２(金)・８/２５(月) 

○駅前広場除雪対応作業(プランター移動、復帰) 

             １２/８(月)・３月末 

早通中学校区に居住するすべての人達が、地域の生活基盤を良くするため

に身近な問題点を掘り起こし、一致協力して活動し、解決策を見い出し、特

色ある住民自治を確立することを目的としています。 

早通南小学校からのお願い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合せ  

早通南小学校地域教育コーディネーター 

若月 則子【080-2000-6207】 

 毎日がドキドキ・ワクワクの新１年生！朝はお

兄さんお姉さんと登校するので安心ですが、下校

が不安です。安全を考え一緒に下校してくださる

サポーターの方を募集しています。 

 参加していただける方は、下記のいずれかの時

間に直接低学年玄関前へお集まりください。 

一日のみのサポーターも大歓迎です！ 

月 日 集合時間 

４月 ９日(木) １１：１０ 

４月１０日(金) １１：１０ 

４月１３日(月) １１：１０ 

４月１４日(火) １３：１０ 

 
※14 日は給食を食べてから下校となります
ので、少し時間がずれる事があります。 

 

 

１年生を 会 迎える
日時：４月１８日(土)１０：００～１１：５０ 

早通交番の方に「交通安全指導」をしていただい

たり、小学生の一輪車・縄跳び披露もあります。 

児童センターで楽しくすごしてください。 

★1 年生はセンターだより（入学式に小学校より配

布）についているチケットを持ってきてくださ

い。いいことがあるよ。 

お問合せ 早通児童センター 
        TEL ３８６－３４１２ 

 

(有)島 田 商 店 
早通北 2-11-12 ℡:386-6776 

◎朝取り新鮮野菜!! 

   美味しくて安いよ!! 
◎美味しいコシヒカリ（早通産） 

５ｋｇ 1,900円 
（このクーポン券持参で） 

早通北 0120-098390 
受付 9：00～19：00 休:月･第 1 火･第 3 日 

早通南駅前／℡：386-4178 

お誕生日ケーキをお買い上げの 

お客様に、もれなくシャンペン 

１本をプレゼントいたします。 

本券ご持参の方に限ります 

 

美容室ﾃｨﾌｧﾆｰ 
前髪カット ５４０円を 

無料 

フリーダイヤル 

0120－80－3358 

 
前田クリーニング店 

早通北６ TEL：386-0807 

集配します。夜間・早朝も OK ！ 

月曜日～土曜日 

（AM8:00～PM9:00）お電話下さい！ 

一般衣料 10％引き（外注品は除く） 

 

紀 の 屋  
早通南駅前／℡：386-8722 

朝日山 1,440円 

細 雪 1,440円 

にて販売します。 

 

㈲長谷川不動産センター 025-388-8085 
アパート 早通北  即入居可   １ＬＤＫ 

月額  52,000 円（駐車場１台込） 

アパート 早通北６丁目 即入居可 ３ＤＫ 
   月額 50,000円（駐車場１台込） 

４月末までにご契約頂いた方に、粗品プレゼント！ 

ナカノサービス 
早通南３丁目 TEL388-7400 

クーポン利用で 

LED 電球１個 

お買い上げに付 古い電球を 

１５０円で下取いたします。 

 

らーめん＆ランチク マ の 店 
早通南駅前／℡：387-5308 

営：11:0０～20:30 休：火曜日 

㈲大裕建設 TEL0120-136-190 

 
小型犬専用フロアーコーティング 
１０％引き 

わんコート 
快適だワン 

facebook 始めました。 

居酒屋和寛楽（わかんら） 
白新町 TEL386-1288 

火～金曜クーポン持参で 

飲食代金 5％引き 

他の割引・特典との重複 

利用・コース利用不可  

HTTP://WWW.JUST.ST/304653/ 

 

2015 年 4 月 1 日発行 

早通地域コミュニティ協議会 

◆ 事 務 局 ◆ 

早通コミュニティセンター 

TEL・FAX ３８６－３７５５ 

  hayacomi＠bz04.plala.or.jp 

  8:30～17:00(土日祝を除く) 

皆様よりコミュニティ事業に多くのご参加をいた

だき、ありがとうございました。 



中・高校生の居場所「アーリーロード」 
早通駅前で開館している中・高校生の居場所「アーリーロード」

では毎週水曜と土曜のフリースペースのほかに、水曜日とテスト前

の学習強化週間に学習支援をはじめました。 

この学習支援は 26年 6月 12日から新潟医療福祉大学と連携し、

大学生や地域のボランティアの方が行っています。参加者は自習形

式で勉強しますが、わからないところは大学生が教えてくれます。

みなさん熱心に勉強し、テストの成績がアップした参加者もいます。 

フリースペースでは「お茶会」や「お楽しみ会」などのイベント

も好評です。 

これからも気軽に寄れるフリースペースとして、また、学習

の場として「アーリーロード」をぜひ、活用して下さい。 

 〈平成 26年 4月～27年 3月 4日までの利用状況〉   (延人数) 

利用状況 
参 加 者   (人) スタッフ    (人) 

中学生 高校生 合 計 育成部員等 大学生 合 計 

フリースペース 201 138 339 419 43 462 

学習支援 181 19 200 138 83 221 

合  計 382 157 539 557 126 683 

 

 

開館時間 フリースペース 学習支援 

水曜日 17：00～19：00 19：00～21：00 

土曜日 17：00～19：00  

※学習強化週間の日程は会場や予定表等で 
ご確認ください。 

この「アーリーロード」を立ち上げた吉田育成
部会長が２７年１月に急逝されました。 

役員一同ご冥福をお祈りすると共に、今後も
一層育成活動を支援していきたいと思います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

散歩は毎日２回！ 

リールを持つと、すぐわかるね。 

早通地域コミュニティ協議会 
＊環 境 部 会 
＊桜並木環境整備検討委員会 

 活動しやすい服装でお集りください。 

 軍手・回収袋はこちらで用意します。 

 終了後、飲み物を用意しています。 

日  時：４月１２日（日）午前９時～（約１時間位） 

集合場所：早通大柳集落うら（地図参照） 

 

優 勝：熊倉  豊 

準優勝：石田 信一 

第三位：泉田  稔 

優 勝：三膳作次郎 

準優勝：阿部  勝 

第三位：大名  勇 

敢闘賞：佐藤 住雄 

敢闘賞：渡辺  翼 

敢闘賞：石塚  弘 

 

 

 

優 勝：中村 誠二 

準優勝：石塚 三郎 

第三位：古田 信一 

敢闘賞：高橋 理貞 

2 月 22 日（日）に開催された囲碁・将棋大会では、参加者 35 名が静かな熱戦を

繰り広げました。参加者そして役員の皆さん、お疲れ様でした。 

入賞された方々は次のとおりです。 

優 勝：篠田 和男 

準優勝：大越 紀男 

第三位：小池 秀治 

 
優 勝：橋本 洋一 

準優勝：会田 宗夫 

第三位：松川  真 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ Ａ 

Ｂ 

★ 犬種…柴犬 

護身術体験教室 

７月３０日(水)  

自分の身を守るた
めの護身術！ 

手芸教室 

１２月９日(火)  

毎年恒例、干支 
（未）の置物作り！ 

囲碁将棋大会 

２月２２日(日) 

年に１度の 
真剣勝負！ 

早通地区寿学級 

６月１４日(土) 

山口先生の楽
しい健康講座！ 

皆様より多数のご参加をいただき、ありがとうございました。 

活動内容 ①地域行事参加 

（文化祭、見守り隊、児童センター） 
     ②伝承料理教室（笹団子、ちまき） 

     ③健康教室 

     ④研修会（認知症講座、手芸等） 

設  立 昭和５０年  

総 人 数 ２１名 

全国的活動で、全国・県大会などに参加して
仲間作りをしています。 

 

 

 

そろばんと書道 

堀江学園 早通南教室 

（仏伝公園脇）TEL386-8978 

プレゼント!!（1人１回のみ） 

☆らくらく  
発着ツアー♪♪ 

４月１９日（日）出発！ 

長野：臥竜公園の桜と 

善光寺御開帳日帰り旅！ 

￥９，９９０(昼食付・諸税込) 

早通 07:30頃 
→臥竜公園 

→善光寺御開帳 
→早通 21:30頃 

申込者様には 

すくらむ景品応募のダブルチャンスも♪ 

＜お問い合わせ＞ 

株式会社 フリーウェイツアー 

電話：０２５－２５９－８６２１ 

 

カットハウスウェーブ 
早通北 6 ℡：388-3551 

営:8：30～19：00 

女性顔そり ３，３００円 

２，７００円 

パ ブ 憩 
早通南駅前／℡：386-3861 

営:19 時～24 時 休:日曜祝祭日 

二次会はおまかせ！ 

４名様から 2時間飲み放題 

男性 3,000円女性 2,500 円 

 

南４ ダスキン早通 ４月 

☎ ０２５－３８７－５７４４ 

レンタル商品を除き 

取り扱いおそうじ用品 

ご来店で 全品 ２０％ＯＦＦ 

(このクーポン提示で！) 

募集！事務その他業務 

１５３号応募プレゼント 
ク マ の 店 ・・・・・・提供：焼きギョーザ 1人前無料券   ５名 

㈱フリーウエイツアー・・提供：ＡＮＡオリジナルタッグ    ５名 

㈱ ハ ー ト ・・・・・・提供：洗 車 券          ３名 

ダスキン早通・・・・・・提供：キッチンスポンジ ２個セット ５名 

プレゼント応募･クーポン券の御利用の締切りは平成 27年 4月 30日です 

プレゼント応募は北区在住の方限定です。 

企画･運営 豊栄商工会早通支部 Tel：387-2264  

http://www.shokokai.or.jp/toyosaka/15/152211S0001/ 

参加加盟店で応募券に記入、または下記メールにて早通とくトク情報についての 

感想・要望を添えておよせください。プレゼント応募は北区在住の方限定です。 

発表は商品の発送をもってかえます。   Mail：kappa＠4860.net 

（株） 

ハート 
このクーポンでｶﾞｿﾘﾝ１円引！ 

オイル交換で更に２円引！ 

車検で５円引！ 

遊はーと 南 386－4042 

遊はーと 北 386－7100 

遊はーと中央 386－2341 

 

ま
つ 

ち
ゃ
ん 

（
４
才 

女
の
子
） 

 

駐車場区画線工事完了！ 
 来館者が駐車しやすいように駐車場

の区画線が引かれました。今までより

もグッと止めやすくなりましたね。 

尚、早通コミュニティセンター玄関

脇の 3 台分は早通連絡所利用者優先で

お願い致します。 

 

http://www.shokokai.or.jp/toyosaka/15/152211S0001/

