開館時間
受付時間

１

平成 30 年
（2018 年）

【日

№308
とんど祭り

【共

時】１月１４日（日）１３：００に点火します

賀

新 年
藤の木公民館 職員一同

所】旧中学校建設予定地（藤の木小サブグラウンド）

【高齢者いきいき活動ポイント対象事業】

かがやき大学

※しめ縄、書初めなどを焼くことができます。
（ビニール部分、金具は取り外してください）
◎餅つき大会を実施します！みんなで餅をついて
つきたての餅を食べましょう。
◎豚汁は女性会の皆様が、ぜんざいは子ども会の
皆様方が用意されます。
催】藤の木学区子ども会
藤の木学区体育協会
藤の木学区女性会 、Fujino
fu
賛】藤の木学区町内会連合会
各町内会
催】藤の木公民館

とんど作りをお手伝いしてくださる方を募集します。
お手伝いしてくださる方は、１月１４日（日）８：３０に
旧中学校建設予定地にお越しください。
※長靴、軍手持参でお願いします。

バレンタイン❤ クッキーとデザート作り
【対象】小学３年生～中学生

※藤の木公民館にはＡＥＤが設置されています。

新年１月４日（木）から開館します。
２０１８年もよろしくお願いいたします。

※おもちを焼く網、竹があれば持参してください

【協

Tel＆Fax:082-927-2496
Email:fujinoki-k@cf.city.hiroshima.jp

謹

【持参物】おわん、おはし、おもち

【主

広島市佐伯区藤の木二丁目２７－７

【1 月の休館日】
1 日～3 日・8 日(祝)・9 日
16 日・23 日・30 日

＊雨天中止（小雨・雪の場合決行）
【場

広島市藤の木公民館
〒731-5103

（木・金は 21：00 まで）

月 号

第 ２１ 回

（公財）広島市文化財団

8：30～22：00
8：30～17：15

(申込要)

今年のバレンタインは、ちょっとかわいい手作りお菓子をプレ
ゼントしてみませんか？ ラッピングも教えてもらえます。
【日 時】２月１０日（土）１０：００～１２：３０
【場 所】藤の木公民館 実習室
【定 員】１０名
【参加費】５００円（材料費）
【講 師】栄養士 原 しのぶさん
【内 容】バレンタインクッキーとクレープを作ります。
【持参物】エプロン・三角巾・手拭きタオル
【申込み】1 月１０日（水）９：３０ から藤の木公民館へ
※参加費は２月５日（月）までに持参してください
【共 催】藤の木学区子ども会、藤の木公民館

～ 津軽三味線 演奏会 ～
【対象】おおむね６５歳以上の方どなたでも (申込不要)
新春にふさわしい津軽三味線の演奏を楽しみましょう！
【日 時】１月２０日（土）１３：３０～１５：００
【場 所】藤の木公民館 会議室
【参加費】無料
【講 師】津軽三味線奏者 河野 一志さん
【共 催】藤の木学区交友会、藤の木学区女性会、藤の木学区町内会連合会、
広島市三和地域包括支援センター、藤の木公民館
【高齢者いきいき活動ポイント対象事業】

いきいき百歳体操 藤の木団地
【対象】どなたでも (申込不要)
今話題のいきいき百歳体操を藤の木公民館でも開催します！
時】１月２９日（月）１０：００～１１：３０
所】藤の木公民館
師】広島市三和地域包括支援センター 職員
容】
「がんばれ！！カープひろしま百歳体操」の DVD を
見ながら、体操を行います。
【定 員】１５名
【参加費】無料
【持参物】水分、タオル、動きやすい服装
【主 催】藤の木学区社会福祉協議会、
広島市三和地域包括支援センター、藤の木公民館
【日
【場
【講
【内

～藤の木児童館 共催事業～

チャレンジキッズ 凧あげ教室
【対象】小学生

(申込要)

世界に一つだけの自分の凧を作って空にあげてみよう！
【日 時】１月１３日（土）１３：００～１５：００
【場 所】藤の木児童館
【定 員】１５名
【参加費】無料
【申込み】藤の木児童館（TEL ９２７－６２８７）へ
【共 催】藤の木児童館、藤の木公民館

藤の木学区社会福祉協議会からのお知らせ

図書ボランティアをしてみませんか！
【対象】どなたでも

(申込不要)

毎月一回、図書室の本の整理をしていただいています。
興味のある方、お気軽にご参加ください。
【日 時】１月１２日（金）１０:００～１２:００
【場 所】藤の木公民館 図書室
※図書整理のため、この時間帯の図書室のご利用はご遠慮ください。

初心者パソコンアドバイスルーム
【対象】どなたでも

(申込不要)

パソコンの操作方法や素朴な疑問など ICT ボランティアさんが
丁寧に指導してくれます。お気軽にご参加ください。
【日

時】１月２８日（日）
①

９:００～１２:００

② １３:３０～１６:３０
【場

所】藤の木公民館

会議室

元気な笑顔
ふじのき・いきいきサロン
【高齢者いきいき活動ポイント対象事業】
時】１月２１日（日）１０:００～１１:４０
所】藤の木公民館 １階 会議室
容】①おはなしキャンドル…ひろしまストーリーテリングの会
―わらべうた・昔話を楽しんで頂きます―
○幼児・園児・小学児童をお育てのお母様の
ご参加も OK です
○語り手…村本佐知子先生・檜垣康江先生
②アルビレオ（オカリナとギターのユニット）
③楽しいティータイムのお時間
わいわいガヤガヤ、サロンの絆の輪を広げましょう！
【お知らせ】目の前でめったに見られない超多忙な２つの団体が
藤の木団地に入ってくださいます
【参加費】お一人様１５０円（初めてのご参加の方は無料です）
【主 催】藤の木学区社会福祉協議会
【日
【場
【内

【参加費】無料

笑顔になれる場をつくろう！
みんなでつくるサロンの場は、みんなの宝物
～みんながこの場の主役です～

※講師の都合で日程を変更する場合があります。
事前に公民館に問い合わせてご来場ください。

子ども達が楽しい公民館の行事に参加しました
１２月９日（土） 図書ボランティアと紙芝居グループ「カナリア」の
皆さんが、
「絵本・紙芝居の読み聞かせと工作」をしてくださいました。

社

新作の紙芝居、クリスマスの絵本を聞いた後は、クリスマスボード

会

広島市健康福祉局高齢福祉部・
広島市社会福祉協議会・三和地域包括支援センター
と連携し、地域で高齢者支援に取り組んでいます。
☆高齢者の生活支援相談
日常生活でお困りはないですか？
（例）ゴミ出し・お買い物・掃除・
お庭の草取・電球交換 等々…
（作業・相談料金は無料です）
《オープンドア相談窓口》
毎週金曜日 １０時～１２時

工作！素敵な作品ができました。
12 月１６日（土） 交友会の皆さんと楽しく昔遊びをしました。
“めんこ”や“お手玉”の遊び方を教えてもらったお礼にクリスマス
カードと歌、手作りの「サンタだるま」をプレゼントしました。
ご指導いただいた皆様、『ありがとうございました』

＊この模様は公民館ロビーに展示しております。

――

ふ じ の き
会 福 祉 協 議

（※公民館工事の状況により場所の変更もあります）

場所…藤の木公民館１階 会議室
対象…藤の木学区にお住いの方
連絡先…090-9735-3105(田中)

公民館学習グループ ――

藤の木「和みの会」(健康麻雀)入会の誘い
【高齢者いきいき活動ポイント対象事業】

健康麻雀で手と脳を活性化しましょう！新年を迎え会員を募集
しています！
【活動日時】毎週木曜日（もしくは金曜日）
１２：３０～１６：３０
【会
費】月５００円（2 か月一括して）
【問 合 せ】藤の木公民館

ご家庭の遊休品の収集にご支援ください！
ふじのき社会福祉協議会では、大雨自然災害を防ぐために
「雨量計」の設置に取り組んでいます。
遊休品 収集設置箱…藤の木公民館ロビー
団地住民の皆様の温かいご協力お願いいたします。

～佐伯区青少年健全育成大会～

藤の木児童館

日 ２月４日(日)9:30～16:00 場 区民文化センター
子どもたちの笑顔があふれるお祭りです。
みんなで遊びに来てください。
問 地域起こし推進課(℡ 943-9705、FAX 943-9718)
9:30～9:45
オープニングセレモニー
9:50～10:55
｢青少年の思い｣発表大会
11:15～16:00
子供フェスタ★ステージ発表

１月の予定

凧あげ教室

１３日(土)

9:30～15:00
活動内容の展示

なわとびロードレース

１８日(木)～２月８日(木)

10：30～15:00
あそびのひろば

お話し会

２５日(木)

１５：３０～１６：００

★あそびコーナー
★かえっこバザール
★けん玉ひろば

卓球教室

２０・２７日(土)

１０：３０～１１：３０

10：00～15:00
バザーもあるよ!
・おむすび ・パン ・スイーツ・うどん
・焼きそば ・フランクフルト ・肉まんなど

※駐車場に限りがあります。ご来場は、できるだけ公共交通機関を
ご利用ください。近隣店舗等の駐車場には、駐車しないでください。

【児童館

１３：００～１５：００
放課後

休館日】

１日（月）～４日（木）・
７日（日）・８日（月 祝）・２１日（日）

【問合せ】藤の木児童館

℡９２７－６２８７

