開館時間
受付時間
平成 30 年
（2018 年）

２

（公財）広島市文化財団

8：30～22：00
8：30～17：15

広島市藤の木公民館
〒731-5103

（木・金は 21：00 まで）

広島市佐伯区藤の木二丁目２７－７

【２月の休館日】
６日(火)・１２日(祝)・１３日(火)
２０日(火)・２７日(火)

月 号

№309

Tel＆Fax:082-927-2496
Email:fujinoki-k@cf.city.hiroshima.jp
※藤の木公民館にはＡＥＤが設置されています。

２
祝

待望のエレベーター完成！

1 月末に待望のエレベーターが完成しました。
次のようにエレベーター完成イベントを行います。
皆さまのご参加をお待ちしております。
また、空調工事への着工準備が進んでいます。
工事が続いてご迷惑をおかけしますがご理解ご協力を
よろしくお願いします。

エレベーター

【高齢者いきいき活動ポイント対象事業】

《エレベーター完成セレモニー》

かがやき大学

２月３日（土）９：００～９：２０
＊テープカットでエレベーター利用開始

-＊ 完成記念(*’▽’) 藤の木 Smile コーナー＊みんなの笑顔 写真撮影コーナーとメッセージ
2 月 3 日(土)～2 月 11 日(日)（開館日 9 時～17 時）
ぜひ思い出の写真を残しましょう！
＊笑顔写真は、後日、展示・プレゼントします。

【空調工事の日程について】
順調に着工できれば 2 月～6 月までと見込んでおり、
、Fujino
その間は部屋の使用制限があります。
fu
正式に決定しましたら、またお知らせします。
空調工事完成後に公民館リニューアル完成イベントを
予定しています。どうぞお楽しみに！

――

利用団体説明会開催のお知らせ ――

平成３０年度藤の木公民館の利用について、下記の日程で説明
会を開催いたします。各団体から１名はご参加をお願いいたしま
す。なお、説明会終了後、消防訓練をいたします。

【日時】２月１６日（金）１３：３０～１５：００
【対象】藤の木公民館を定期的に利用している学習団体、
その他利用団体
問合せ：藤の木公民館（☎９２７－２４９６）
、Fujino
fu

公民館建物外観

～ お薬との上手な付き合い方 ～
【対象】おおむね６５歳以上の方どなたでも (申込不要)
お薬を知ろう。治療や予防を行なうための“医薬品”も飲み合わせに
よっては副作用が現れます。正しい薬の知識を身につけるためにも是非
ご参加ください。
【日
【場
【講
【内

時】2 月１７日（土）１３：３０～１５：００
所】藤の木公民館 会議室
【参加費】無料
師】薬剤師 井場 広美さん
容】
・お薬の飲み方、飲み合わせの注意
・後発医療薬(ジェネリック)についてのお話 など

【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

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

(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】２月５日（月）までに公民館へ
（＊参加費も前もってご持参ください）
【共 催】藤の木学区子ども会、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)

元気な笑顔
ふじのき・いきいきサロン

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
【場

※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
(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】２月２５日（日）
① ９:００～１２:００

【場

時】２月１８日（日）１０:００～１１:３０
所】藤の木公民館 １階 会議室
容】春が来た！みんなで遊ぼう。笑顔のサロン。
➀プログラム…講師：荒木なおみ先生
(音 楽)…歌とオカリナ
(ゲーム)…手あそび・言葉あそび
②プログラム
(折り紙)…みんなで色々、作品をつくりましょう。
③楽しいティータイム
わいわいガヤガヤ、サロンの絆の輪を広げましょう！
【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

時】２月９日（金）１０:００～１２:００
所】藤の木公民館 図書室

【対象】どなたでも

【高齢者いきいき活動ポイント対象事業】

所】藤の木公民館

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～

② １３:３０～１６:３０
会議室

【参加費】無料

※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。

―

藤の木学区体育協会からのお知らせ

―

藤の木学区親善マラソン大会
【日

ふ じ の き
社 会 福 祉 協 議

時】 ３月４日（日） ９：００～１２：３０

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。

【雨天の場合：３月１１日（日）】

☆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）

【集合場所】藤の木小サブグランド（旧中学校建設予定地）
【受付時間】競技参加者

会

８：３０～９：１０

【競技種目】
・１キロコース…親子〈小学校 2 年生以下(幼児可)で保護者

《オープンドア相談窓口》
毎週金曜日 １０時～１２時

または引率できる人と一緒に走れる人〉

（※公民館工事の状況により場所の変更もあります）

※参加者が多ければ組分けします

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)

【藤の木小学校→藤の木小サブグランド】
・１キロコース…小学校３年生 ～ ６年生まで
【藤の木小学校→藤の木小サブグランド】
・２キロコース…中学生以上 ～ 一般（大人）
【藤の木小サブグランド→藤の木小学校→
（折り返し）→藤の木小サブグランド】

藤の木児童館

※参加賞と賞品を用意しています。
※申込みなど詳しくは回覧のチラシをご覧ください。
【主催】藤の木学区体育協会
【共催】藤の木公民館
【協力】藤の木学区町内会連合会、藤の木学区まちづくり推進協議会
藤の木学区社会福祉協議会、藤の木学区各町内会
藤の木学区青少年健全育成連絡協議会、藤の木学区子ども会
藤の木学区交友会、藤の木学区女性会
藤の木学区公衆衛生推進協議会

節分の集い

２月の予定

１日(木)

１５：３０～

おひな様工作

１４日(水)・１５日(木)

お話し会

２２日(木)

１５：３０～１６：００

卓球教室

３日・２４日(土)

１０：３０～１１：３０

【児童館

放課後

休館日】

４日（日）・１２日（月）・１８日（日）

はなまるキッズ（育児サークル）入会のお誘い
乳幼児・未就園児を子育て中の方、お友だちになりませんか？
季節の行事や工作など楽しいことをしています。
アットホームなサークルです。ぜひお立ち寄りください。
【活動日時】毎週金曜日 １０：３０～１２：００
【対象】
乳幼児とその保護者
【会費】
毎月一人 200 円（お子様二人目以降は一人 100 円）
【活動場所】藤の木公民館

【問合せ】
藤の木公民館

℡９２７－２４９６

【問合せ】藤の木児童館

℡９２７－６２８７

献血にご協力を！
～皆さんの善意による無償の献血が、貴い命を救います～
400mL 献血 にご協力を！
【日時】３月１８日（日）
１３:３０～１６:００
【場所】藤の木公民館
【主催】藤の木学区献血推進協力会

