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2023 年（令和 5 年）3 月 1 日発行 

古市地区・大町地区  青少年健全育成連絡協議会 合同講演会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

    

   

 

                 

 

 

 

   
 
 
 

 

 

    

 

     

   

  

 

 

   

 
私たちの町の世帯と人口 

(2023 年 1 月末現在) 
 
 

 

地

区 
世帯数 人口 

12 月末 
と比べて 

大

町 
5696 世帯 12731 人 +7 人 

古

市 
2843 世帯 5431 人 +1 人 

中

須 
1901 世帯 3883 人 -10 人 

合

計 
10440 世帯 22045 人 -2 人 

 

 

 

3 月号 
○開館時間 

8:30～22:00 
○受付時間 （電話/窓口） 
☆月水土日→ 8:30～17:15 
☆木金→  8:30～21:00 

○休館日 

☆火曜日、祝日、8 月 6 日、12 月 29 日～1 月 3 日 

※「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が
平成 24 年 7 月に施行され、外国人人口について
も住民基本台帳制度が適用されることとなった
ため、平成 24 年 8 月末からは総数に外国人人
口、外国人世帯及び複数国籍が含まれます。 

 

 

 

 

十mん 

《個人情報の取り扱いについて》 公民館主催講座へのお申し込みの際にお名前や連絡先をお伺いしていますが、この個人情報は講座に関連した諸連絡以外には使用しません。 

 お申し込みは古市公民館へ。電話０８２－８７７－２６７７または窓口で受け付けます。 

 

 

◆ 公民館ご利用の際は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のご協力をお願いします。◆ 
※ご利用に際しての注意事項など不明な点がありましたら、ご遠慮なく職員へお問い合わせください。 

 
 

3月の公民館主催事業 

公民館活動グループ成果発表事業 

「オカリナ響（オカリナ）」発表会 
 

「オカリナ響」の皆さんの成果発表会を行います。 

皆さんのご来場をお待ちしています。 
 

《日 時》 3 月4 日(土) 14:00～15:00 
《場 所》  古市公民館 2 階 大集会室 

《定 員》  40 名（先着順） 

《申し込み》 3/3(金)までに古市公民館へ（TEL:082-877-2677） 
【活動日時：第 1・3 土曜日 13:00～16:00】 

 

 

 
「麻の古市」を伝える会 10 周年記念事業 

麻の記憶「麻の古市」を明日につなぐ  
昔から太田川沿いには麻が生えていましたが、古市は麻を育てることではなく、

ほかの地区から持ってきた大麻の繊維を加工することを専門に行っていました。   

「麻の古市」を伝える会は、次世代に古市で栄えた麻苧 

づくり産業を伝えることを目的に活動して 10 年を迎えま 

した。この度、活動の報告を兼ねて展示・ワークショップ・ 

講演会を開催します。ご来場をお待ちしています。 
 

《対 象》  どなたでも 

《日 時》  3 月18 日(土)・19 日(日)10:00～16:00  
《場 所》  古市公民館 1 階 第一研修室ほか 

《申し込み》 3/17(金)までに古市公民館へ（TEL:082-877-2677） 

※【講演会】のみ申し込みが必要です。 

《共 催》  「麻の古市」を伝える会  《協 力》 広島市郷土資料館 

 

 

【展示】（両日）麻の加工品や道具を展示します。 
※ロビー展示は 3/3(金)～3/26(日)迄 
 

【麻の小物づくりワークショップ】（両日） 

  麻の糸より体験をしてかわいい小物づくりをします。 

（材料費:200 円、所要時間 20 分程度） 
 

【講演会】3 月19 日(日) 

13:30～15:00 ２階 大集会室 

①13:30～14:00「麻の古市」を伝える会 １０年の歩み 

   報告者：「麻の古市」を伝える会 会員 

②14:00～15:00「麻の加工で栄えた古市の歴史」 

講 師：広島城学芸員 本田 美和子 さん 

※定員：40 名（先着順） 

 
   

（「麻の古市」を伝える会マスコット「アーサーくん」と「あさのみちゃん」） 

【演奏曲目】 
♪みかんの花咲く丘 
♪花の季節 
♪ドナドナ 
♪夜明けのスキャット 
♪ラ・クンパルシータ 
♪となりのトトロ 
♪広きドニエプルの嵐 
♪埴生の宿 
♪七つの子 
♪チムチムチェリー 
♪さくら さくら 
♪ひろしま平和の歌 
 

〈オンラインギャラリー〉 
 
公民館のホームページ内で活動グループの作品展示を 

行います。学習の成果をどうぞご覧ください。 
 

《場 所》 古市公民館ホームページのトップ画面 

（http://www.cf.city.hiroshima.jp/furuichi-k/） 

 

 

   

「花の輪会(フラワーアレンジメント)」 
 

《期 間》 3 月 1 日(水)～3 月 31 日(金) 

【活動日時：第 2 土曜日 9:30～11:30】 

 

～紙芝居を読んでみよう！～ 3 月15 日(水)10:00～12:00 古市公民館でお待ちしています！ 
 昨年 6 月にひろしま紙芝居村から紙芝居「猫田勝敏物語」を寄贈いただきました。これを機に紙芝居の読み手や新たな物語の 

作成者を募集します。一緒に古市出身・猫田選手の物語を後世に伝えていきませんか。「やってみよう！」と思う気持ちがあれば 

何もいりません、直接公民館にお越しください。お待ちしています！ 

映像で見る 古市、大町の今むかし 
《対 象》  どなたでも 

《日 時》   3 月25 日(土) 16:00～17:00 
《場 所》   古市公民館 2 階 大集会室 

《内 容》  古市、大町の今むかしのお話し 

《定 員》  40 名（先着順） 

《講 師》  大町地区青少年健全育成連絡協議会 会長 中谷良通 さん 

《申し込み》 3 月1 日(水)から古市公民館へ （TEL:082-877-2677） 

《共 催》  古市地区・大町地区青少年健全育成連絡協議会 

 

 

   

日 曜日 内　　容

1 水
花の輪会オンラインギャラリー
（～3/31迄）

2 木

3 金
認知症サポーター養成講座
「麻の古市」を伝える会ロビー展示
（～3/26迄）

4 土 「オカリナ響」発表会

5 日

6 月

7 火 休館日

8 水

9 木 ふるいちねんりん大学

10 金

11 土 とんぽろりんのおはなし会

12 日

13 月

14 火 休館日

15 水 紙芝居を読んでみよう！

16 木 作ってみよう！バルーンアート

17 金

18 土 「麻の古市」を伝える会10周年記念事業

19 日
「麻の古市」を伝える会10周年記念事業
講演会

20 月

21 火 休館日（春分の日）

22 水 休館日（振替休日）

23 木 おひざにだっこのおはなし会

24 金

25 土 青少年健全育成連絡協議会合同講演会

26 日 こども科学広場

27 月

28 火 休館日

29 水

30 木

31 金

【大須（おおず）小学校】 
※今の大町小学校は昔、 
大須小学校と呼ばれていま
した。 

【古市橋駅】 
※昭和 23 年頃 

mailto:furuichi-k@cf.city.hiroshima.jp
tel:082-877-2677
tel:082-877-2677
http://www.cf.city.hiroshima.jp/furuichi-k/
tel:082-877-2677


 

  
 
 
 

 
 

ロビー展 
広島出身の漫画家 こうの史代 代表作品 

「夕凪の街 桜の国」から 

「この世界の片隅に」まで 
複製原画パネル展 

 
戦時中や被爆後の広島を描いた、こうの史代さんの代表作「夕凪

の街 桜の国」「この世界の片隅に」から、広島平和記念資料館情報
資料室の資料展で製作した複製原画やポスターなどを展示します。 
 出版から時を経ても今なお感動
を与え続けている、こうの作品で
平和について考えてみませんか。 
 
▼展示期間 ○月○日（○） 

～○月○日（○） 
▼場  所 ○公民館 ○階ロビー 
▼協  力  広島平和記念資料館 
 
 

Ⓒこうの史代/コアミックス 

 

 

（図書ボランティアの皆さんは、毎月本の入れ替え(整理)をしてくださっています。） 

「  」マークの付いて

いる講座はいきいきポイ

ント対象の講座です。手

帳をお持ちの方はご持参

ください。 

親子の絆づくりプログラム  

赤ちゃんがきた！(全 4 回) 
参加したお母さん同士が話し合ったり、赤ちゃんと触れ合いながらテキ

ストやＤＶＤを使って学びを深めあいます。 
 

《対 象》 初めてのお子さんと母親 

（講座開催時、2～5 か月のお子さん） 

《定 員》 親子 8 組（先着順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

《内 容》 ①新しい出会い ②赤ちゃんのいる生活  

③赤ちゃんとの接し方 ④親になること 

《講 師》 BP-Japan 認定ファシリテーター  

《参加費》 1,100 円(テキスト代) ※初回に集めます。      

《持参物》 バスタオル１枚、お気に入りのおもちゃ 

《申し込み》3 月 1 日(水)から 3 月 31 日(金)までに古市公民館へ 
(TEL:082-877-2677) 

《協 力》 安佐南保健センター 

子育て・サークル応援グループ MaMa ぽっけ 

《後 援》 公益財団法人ひろしまこども夢財団 

 

 

 

 

作ってみよう！バルーンアート 
人気の「飛ぶネズミ」と「剣」を作るよ。怖がらなくても大丈夫。 

先生がちゃんと教えてくれるよ。 
 

《対 象》  小学生    

《日 時》  3 月16 日(木)  

①14:00～14:40 ②15:00～15:40 
《場 所》  古市児童館 遊戯室 

《内 容》  バルーンアートの体験 

《定 員》  各 30 名（先着順） 

《講 師》  バルーンアート指導者 橋本 直江 さん 

《申し込み》 古市児童館だよりに付いている申し込み用紙を 

古市児童館へ提出 

※詳細は古市児童館だよりをご覧ください。 

《問い合わせ》古市児童館 （TEL:082-831-5020） 

《共 催》  古市児童館 

 

 

 

 

日 時 開催会場・申込先 対象の赤ちゃん 
募集
開始 

4/5・12・19・26 

毎週水曜日 13:30～15:30 

古市公民館２階和室 

(877-2677) 

2022 年 10/4～ 

2023 年 2/5 生まれ 

3/1 

(水) 

5/24・31・6/7・14 

毎週水曜日 10:00～12:00 

沼田公民館 

(848-0242) 

2022 年 11/23～ 

2023 年 3/24 生まれ 

3/5 

(日) 

6/22・29・7/6・13 

毎週木曜日 13:30～15:30 

安公民館 

(872-4495) 

2022 年 12/21～ 

2023 年 4/22 生まれ 

5/1 

(月) 

この公民館だよりは、中国新聞販売所（古市東・緑井・安東）、朝日新聞ASA安佐南 、読売センター（安芸古市・安）様のご厚意により、地域のみなさまにお届けしています。 

2023 年(令和 5 年) 3 月号 古市公民館だより 

 
古市公民館へのお問い合わせは 電話 ０８２－８７７－２６７７または  FAX ０８２－８７７－２７５７、Ｅメールでお気軽にどうぞ。 
 

 

とんぽろりんのおはなし会  
たのしい絵本がまってるよ。小学生も大歓迎！  

《対 象》 どなたでも 

《日 時》 3 月11 日(土) 11:00～11:45  
《場 所》 古市公民館１階 図書コーナー 
《参加費》 無 料 
《共 催》 おはなしサークルとんぽろりん 

おひざにだっこのおはなし会  
絵本の紹介や手遊びもあります。  

《対 象》  未就園児と保護者 

《日 時》  3 月23 日(木)10:00～11:00  
《場 所》  古市公民館 2 階 和室 
《参加費》  無 料 
《共 催》  おはなしサークルとんぽろりん 

◆◇図書コーナーをご利用ください◇◆ 
図書の貸し出しは原則お一人 2週間 5 冊です。お気軽にご利用ください。

ご利用登録は簡単です。事務室までお越しください。 

次回、本の入れ替えは、3 月13 日(月)です。 

   
 ◆◇公民館で図書館の本が返却できます◇◆ 

公民館に設置している返却ボックスに、市立図書館で借りた本を返却でき

ます。図書館への返却期限を確認してご利用ください。 

（巡回予定日の前日までに返却ください） 

3 月図書館車巡回予定日 ◆3 月10 日(金)・24 日(金)◆ 
  

 

こども科学広場  

イカが空を飛ぶ？不思議なグライダーづくり    
 
イカの形をしたグライダーを飛ばしてみよう。 
 

《対 象》  小学生（小学校 1～2 年生は保護者同伴） 

《日 時》 3 月26 日(日) 13:00～15:00 

《場 所》 古市公民館 2 階 大集会室 

《内 容》 三角形のグライダーの仕組みをしろう 

イカの形をしたグライダー作り 

《定 員》 10 名（先着順） 

《参加費》 50 円  ※当日集めます 

《講 師》 岡村 光人 さん 

《申し込み》3 月 1 日(水)から古市公民館へ 
（TEL:082-877-2677） 

 
 

 

 

※図書ボランティアの皆さんが図書館で借りた本の中から、おすすめしたい本を紹介します。 

「卒業」 重松 清 

悲しみを乗り越え、あらたな一歩を踏み
出すそれぞれの「卒業」が描かれている 4
編の短編集です。家族がテーマなので共感
できる部分が多い作品でした。 

「高齢者いきいき活動ポイント対象事業」 
（※ポイント手帳をご持参ください。押印いたします。）  

ふるいちねんりん大学  
 

東日本大震災を風化させないよう後世に繋いでいきましょう。 

《対 象》   概ね 65 歳以上の方 

《日 時》   3 月9 日(木)  
①9:30～10:30 ②11:00～12:00 

(どちらも同じ内容の入替制です。)  
《場 所》   古市公民館 2 階 大集会室 

《内 容》   紙芝居上演 「見えない雲の下で」 

《定 員》   各 40 名 

《講 師》   ひろしま紙芝居村 阿部 頼繁 さん  

《申し込み》  3 月2 日(木)から古市公民館へ  

（TEL:082-877-2677） 

                 

 

◆スマイル 100歳体操◆  
ウエイトを使った高齢者向けの体操です。体力向上、転倒予防にみんなで 

楽しく体を動かしましょう！お気軽に見学に来てみてくださいね。 
 
《対 象》  おおむね 65 歳以上の方 
《募集人数》  4 人 
《活動日時》 毎週水曜日 9:00～11:00 

 《活動場所》 古市公民館 2階 大集会室 
《会 費》   150 円／月、入会金（雑費）200 円 
《問い合わせ》古市公民館へ （TEL:082-877－2677） 

 

【活動グループから会員募集のお知らせ】  

◆やさしいヨーガの会◆  
ヨガを通して体を整えてみませんか。 
呼吸法を学び心と体をほぐしていきましょう。 
 

《対 象》  どなたでも  
《募集人数》 2～3名 
《活動日時》 １・３金曜日 13:15～15:15  

 《活動場所》 古市公民館 2階 和室 
 《会 費》  2,000 円／月 
 《問い合わせ》古市公民館へ （TEL:082-877-2677） 

  

 

約 2 年 3 カ月の改修工事休館を経て館内のバリ

アフリー化が進んだほか、カフェやミュージアム
ショップもリニューアル。春の比治山散策と合わ
せてぜひお出かけください。 

 

【グライダー】 

tel:082-831-5020
tel:082-877-2677

