
■【趣味・教養講座】はじめての大人の習い事 

春を呼ぶミモザのリース作り 

公民館広報紙「ちゅうこう」は、次の新聞配布所の御厚意により折り込み配布いただいています[中国新聞城北通り・スタジアム・若草営業所、朝日新聞サービスアンカーASA城北通り、読売センター広島中央] 
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対象◆成人。先着15人（1回のみの参加も可） 日時◆①２月

28日㈪ ②3月7日㈪（全2回）19:00~20:30 会場◆中央公民

館 内容◆①世の中の現状、今後の環境変化を知る。ライフプ

ランの考え方②ライフプランに合わせたマネープランのつくり

方 講師◆NPO法人 日本マネーバランスFP協会 理事 廣瀬貴

宜さん 参加費◆無料 持参物◆筆記用具、マスク 申込◆電

話か来館で 備考◆今後、新型コロナウイルス感染症が拡大す

るなど、その状況に応じて施設使用ができなくなった場合は、

ご自宅等からのZoomによるオンラインに変更します。 

■まちづくり・ひとづくりスキルアップ講座 

はたらく大人のためのライフプラン講座 
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るいミモザの黄色は、幸せな気分にさせてくれます。自分で作ったリー 

スで春の訪れを感じてみませんか。 
明 

新型コロナウイルスの変異株の猛威が続いています。 

寒さが身に沁みる日々が続きますが、そんな中でも、待ち遠し

い春の到来に向けて、何ができるか？何か行動しよう！という新

たなチャレンジに向けた準備を一緒に始めませんか。 上の写真はこの銀行の旧建物 

です。ギリシャ風の白い柱や装

飾が豪華で重厚な印象ですね。

昭和 12 年（1937 年）に広島合

同貯蓄銀行本店として新築、石

造り３階建ての建物でした。 

昭和 20 年（1945 年）には政

府の一県一行主義で藝備銀行と

なり、同年７月からは広島東警

察署として機能。原爆投下時に

も倒壊を免れ、８月７日からの 

12 日間は臨時の広島県庁舎に 

なりました。 

昭和 25 年（1950 年） 

に広島銀行に返還され、 

同行支店として長く愛

されてきましたが、昭

和 63 年（1988 年）に

建て替えられました。 

現建物の壁面には旧

建物玄関部分が保存さ

れています。歴史を語

る貴重なモニュメント

です。 

（文、写真・片山 典子さん） 
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上：旧建物の玄関部分（西
壁面の南寄り） 
下：現在の広島銀行銀山
町支店 

中央公民館エリア（白島、基町、幟町）の街の魅力を歴史と
ともに紹介するコラム「街歩きヒストリア」。公募で集まっ
た制作スタッフが編集します。編集してくださる方を随時募
集しております。 

新築時の広島合同貯蓄銀行本店（昭和 12 年（1937 年） 
頃 廣島銀行「創業百年史」資料（広島県立文書館寄託）） 

対象◆成人。先着10人 日時◆①２月27日㈰13:30~15:30 会場◆中央公民館 

内容◆ミモザのリースづくり（直径25cm程度） 講師◆フラワーコーディネー 

ター 高羽誼さん 参加費◆3,000円（受講料、材料費として当日集めます。 

2月20日㈰以降のキャンセルは、材料と引き替えに材料費をご負担いただきます）  

持参物◆花切バサミ（あれば）、持帰用の袋、マスク 申込◆電話か来館で（申込者が3人未満の場合は中止） 

あ なたに合ったライフプランを実現させるため、資金準備の

方法をじっくり考えてみませんか？ 

【③広島スクエアダンスの会】 

定員◆先着20人 日時◆3月19日㈯13:00~16:00 

内容◆初心者向けスクエアダンスを踊ってみま

しょう 参加費◆無料 持参物◆マスク、歩きや

すい靴 

■中央公民館フェステバル代替事業 

グループ体験講習会 

 

■花の講習会ちゅうおう 

ビオラの寄せ植え 

ポットづくり 

春 を感じられるビオラの 

寄せ植え体験をしませんか。 

対象◆成人。先着20人 日時◆3月5日㈯

10:00~12:00 会場◆中央公民館 内容

◆ビオラの寄せ植えポットを作ります 

材料費◆500円 講師◆園芸家 新宅よ

しこさん 持参物◆マスク、花切バサミ

（あれば）、大き目の持帰袋 申込◆電

話か来館で 共催◆楽らくガーデンクラ

ブ（中央公民館ボランティアグループ） 

対象◆どなたでも 

一度体験してみませんか？ 

主 催◆①～③のグループ、中央公民館 

問合せ・申込◆中央公民館へ電話か来館で 

＊この事業は例年３月開催の中央公民館フェスティバルの中止を受け、公民館グループ活動を体験できる機会を分散して企画したものです。 

■事業などの中止・延期について 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、今後の本紙掲載の事業などが中止・延期となる可能性があります（オンラインでの事業はのぞく）。 

事前に主催者等にご確認の上、ご参加ください。 

【① 月陽会】 

定員◆先着10人  日時◆3月7日㈪13:00~16:00 

内容◆水彩画と鉛筆画を体験できます 参加費◆

無料 持参物◆マスク、お手持ちの画材（あれば） 

【② フラ・ラー中央公民館】 

定員◆先着20人 日時◆3月18日㈮13:00~15:00 

内容◆初心者向けフラを踊ってみましょう 参加費

◆無料 持参物◆マスク、フットカバーや靴下、も

しくはヒールのない動きやすい靴 

■重要なお知らせ 

ご迷惑をおかけします 

初めての方も慣れている方も、 
皆で楽しく手作りしましょう。 



税務署からのお知らせ 

スマホから確定申告 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止の観点から確定申告会場の混雑を緩和

するため確定申告は、国税庁ＨＰの「確

定申告書等作成コーナー」をご利用いた

だき、自宅等で作成、ご提出をお願いし

ます。ご自宅からスマホでご利用いただ

けるｅ－Ｔａｘが便利です。 

公民館職員日記 ひこうき雲 

 

                         

     

 

 

 

 

  

ちゅうこう 広島市中央公民館広報紙 

編集・発行： 

公益財団法人広島市文化財団中央公民館 

〒730-0005 広島市中区西白島町24番36号 

information 
中央公民館インフォメーション 

 
【開館時間】 
午前 8 時半～午後 10 時 

【受付時間】 
午前 8 時半～午後 5 時 15 分 
（木、金曜日は午後 9 時まで） 

【休館日】 
火曜日、祝・休日(日曜日は除き祝・

休日が火曜日のときは、その直後の休日

でない日)、12 月 29 日~1 月 3 日、
8 月 6 日 

【2月 28日までの休館日】 
2/11㈭、2/23㈬ 
火曜日(2/1、8、15、22) 

【公民館カレンダー】 
ネットで 
ご覧になれます 

【アクセス】 
JR：新白島駅下車徒歩 7 分 
バス：西白島下車徒歩 3 分 
アストラムライン：城北駅下車徒歩3分 

【お車でお越しの場合】 

公民館・老人福祉センター・シル

バー人材センター交遊館・レストラ

ンの利用者用駐車場は８台分（身障

者用１台分含む）です。満車の場合は

近隣の有料駐車場をご利用くださ

い。スーパー等商業施設の駐車場に

は、迷惑となりますので駐車しない

でください。 

 

問い合わせ・主催事業の申し込み 
☎082-221-5943 FAX 082-221-5118 

参加申込みの際にお寄せいただいた個人情報

は事業運営の目的以外には使用しません 

オフィシャルサイト 

www.cf.city.hiroshima.jp/chuo-k/ 

■子育て応援！ 

対象◆未就園児とその保護者 日時

◆2月24日㈭10:30~12:00 会場◆

幟町児童館(幟町3-49) 年会費◆

500円(体験無料) 主催◆サポート幟 

問合せ◆幟町児童館(☎228-7495) 

中央公民館広報紙〇ちゅうこう 

① オンライン 先着20組 日時◆2月4日㈮10:00~12:00 会場◆自宅など 内容◆栄

養士さんの離乳食のはなし 講師◆中区保健センター 管理栄養士 賀楽二美栄さん 

申込◆氏名、電話番号、お子さんのお名前、誕生日、Zoom経験の有無、使用

端末機器（パソコン、タブレットなど）を記入してEメールで申し込んでください

（件名を「ちゅうこう2月4日」としてください）※2月3日㈭ま

でに返信がない場合はお電話ください。 

新型コロナウイルス感染症対策のため、2月は中止します。 

■子育て応援スペース  ちゅうこう      

対象◆０歳から３歳までの乳幼児と保護者 協力◆子育て支援ボランティア 

■もとまち子育てオープンスペース  

新型コロナウイルス感染症対策のため、

2月は中止します。 

■オンライン講座（ 三篠公民館 ） 

Zoom でママトーク 
ゆったり子育て応援 
タイム 

子育てが楽になる片付け術 

対象◆1歳ぐらいまでの赤ちゃんとマ

マ 先着 16 組（申込順。定員になり

次第、締切） 日時◆2 月 14 日㈪

13:30~15:00 内容◆ミニ講座とマ

マトーク 講師◆片付けコーディネ

ーター 湯上みどりさん 参加費◆

無料 準備物◆Zoom がダウンロー

ド済の PC、タブレット、スマホなど 

申込◆三篠公民館へEメールで 本文に①

氏名②電話番号③お子さんの名前、性別、

生年月日④Zoom経験の有無⑤参加時に

使う端末（スマホ、PCなど）を記入し、

件名は「Zoomでママトーク 2/14」で

送信 ※前日までに公民館からの返信

がない場合はお電話ください。(三篠

公民館：misasa-k@cf.city. hiroshima.jp 

☎237-3077) ※参加には、Web 会議

システム Zoom が利用できる端末と

インターネット接続が必要です。参

加中は通信料が発生しますので、

Wi-Fi環境等での参加をおすすめしま

す。 主催・問合せ◆（公財）広島

市文化財団三篠公民館、オープンス

ペース・子育てひろば こころ 後援

◆（公財）ひろしまこども夢財団 

原 
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像の編集をマスターして、パソコンの世界を広

げましょう。 

■団体との連携事業

パソコン講習＆相談会 

① 画像の編集と活用  

対象◆簡単な文字入力ができる人。先着 10 人 日時◆2 月 21 日㈪ 

9:00~12:00 内容◆写真の整理・保管方法・写真の加工の仕方など  

参加費◆1,000 円  

② パソコン相談室（1人1時間程度）  

対象◆初心者。各時間先着4人 日時◆2月21日㈪ 13:00~、14:00~  

内容◆パソコンの操作や文字入力の方法などの初歩的な相談対応  
 
会場◆中央公民館 持参物◆Windows8以降のパソコン（先着1台貸出可）、

マスク、お持ちの方は「高齢者いきいき活動ポイント手帳」申込◆2月17日 

㈭までに電話か来館で（①②とも申込者が3人未満の場合は中止） 講師・共

催◆ローカルネットひろしま 

 

画 

新型コロナウイルス

感染症対策にご協力

ください！ 
咳や発熱などの体調不良の

人、過去2週間以内に発熱や

かぜ症状で受診や服薬の人、

過去2週間以内に感染が拡大

している地域や国への訪問歴

がある人は、施設利用や活動

参加を控えてください。 

入館時は、マスクの着用と

手指消毒をお願いします。 

引き続き、ご理解とご協力

をよろしくお願いします。 

２ 

◆申告書を作成 
画面の案内に従って金額等を入力し作成。 

◆申告書を送信 

 ○ マイナンバーカード方式 

 ○ ID・パスワード方式 

いずれかの方法で送信。 

＊印刷して所轄の税務署へ提

出することもできます。 

１
１

申告書の作成はこちらから！ 

期間◆２月 21 日㈪~26 日㈯ 会場◆中央公民館３階ロビー 

主催◆公民館グループ 原発放射線リスク研究会 

発について学習しているグループの活動

パネル展です。 

原発、広島はだいじょうぶなん？ 

■ロビー展 

新型コロナウイルス感染症対策のため、2

月は中止し、3月に延期します。 

対象 おおむね60歳以上の人。先着40

人 日時 3月16日㈬10:00~11:30 

会場 中央公民館 内容 4000年の歴

史が育んだ美味しさのヒミツ 講師  

株式会社 明治 持参物 マスク、お

持ちの方は「高齢者いきいき活動ポイ

ント手帳」 申込 電話か来館で 

■中央ことぶき大学 

チョコレートの 
世界へようこそ！ 

mailto:chuo-k@cf.city.hiroshima.jp

