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祇園公民館だより

申込
要

１２月８日(土)、公民館活動団体・グループの
皆さんに、公民館内の年末清掃をしていただき、
おかげさまで大変きれいになりました。
皆様、ご協力ありがとうございました。
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【1 月の休館日】１日(火)～３日(木)･８日(火)･１４日(月)成人の日･１５日(火)･２２日(火)･２９日(火)
【開館時間】8:30 ～ 22:00 【受付時間】月・水・土・日曜日 8:30～17:15
木・金曜日 8:30～21:00
【ホームページ】 URL:http://www.cf.city.hiroshima.jp/gion-k/ 【E-mail】gion-k@cf.city.hiroshima.jp
【主催事業の申し込み】

公民館からのお知らせ

利用グループ・団体説明会

１月４日（金）8：30 から受け付けします。各講座の締切日までに、電話または来館
にてお申し込みください。※お申し込みいただいた個人情報は、事業運営目的以外には使用しません。

■日 時 １月２６日(土)１０:００～１１:００(予定)
■内 容 ・公民館利用について
・２０１９年度の使用料減免登録について
・２０１９年度耐震工事について

謹んで新年のお慶びを申し上げます

・公民館５０周年記念事業について
※各グループ・団体から１名以上ご出席ください。

公民館の耐震工事に伴い、皆様にはいろいろとご不便・ご迷惑をおかけする事と
なりますが、本年も変わらぬご指導ご協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。
祇園公民館 職員一同

第２回公民館まつり実行委員会及び部会
■日 時 １月２６日(土)引き続き～１２:００(予定)
■内 容 ・公民館まつりについて

申込
要

親力暖談アップ講座

対
象

・各部門の詳細について

小中学生
の保護者

実習室清掃ボランティアのお願い
主催

うございます。年度末にあたり、実習室を複数回ご利
用のグループに大清掃をお願いします。ボランティア

■日 時
①１月２１日(月) ②１月２８日(月)
③２月 ４日(月)
■時 間 いずれも１０:００～１２:００
■定 員 20 人(先着順)
■内 容 ①子育てが充実する「心の整理」
②子どもの心とつながる「聞き方」のコツ
③子どもの自立を促す「叱り方」のヒント
■講 師 コミュニケーションコンサルタント
みかみ
三上 かおりさん
■持参物 筆記用具
希望者
託児有
■申 込 １月１６日(水)までに
※３回とも参加できる人優先
託児希望者は事前にお申し込みください。
申込
不要

日

子育てサークル体験会

対
象

乳幼児と
保護者

「あそびネタサロン」開催。
子育てサークルの参加相談や手作りおもち
ゃ、防災の知恵を紹介します。子育て仲間
を作りましょう。
■日 時 １月３０(水)１０:００～１１:３0
■持参物 飲み物、お子さんに必要なもの
参加費の記載のないものは無料の講座です。
参加対象者以外の同伴は、必ず事前にご相談
ください。

1 月６日(日)１０:００～１１:３０
【受 付】９:３０～１０:００
■対 象 祇園地区（旧祇園町）に在住、在学・
在勤の方
■参加費 １００円(未就学児は無料) 当日徴収
■持参物 [毛筆]新聞紙(1 日分)､習字道具
[硬筆]鉛筆､消しゴム等
※注意・小学生・中学生は書写の教科書を必ず持参
・用紙は当日会場で配布
・課題は、募集要項を参照
■申 込 当日受付可
■その他 ・作品は返却しませんのでご了承ください。
・入賞作品は､祇園･祇園西公民館にて展示。
■協 賛 祇園町商工会・祇園地域女性団体連合会
祇園町青少年健全育成連絡協議会

申込
要
■日
■定
■内

家庭教育学級

子どものお口ケア入門

対
象

保護者

時 １月１8 日(金)１０:００～１１:３0
員 ２０人(先着順)
容 歯の磨き方、最近の子どものお口について
きもと

■講 師 歯科衛生士 木元 はづきさん
■持参物 筆記用具
■申 込 １月１6 日(水)までに
※お子さんの同伴はできません。

での個人参加も大歓迎です。

■日

時 ３月１６日(土)１０:００～１１:３０

■対

象 今年度、実習室を複数回利用されてい
るグループ（個別にご連絡します）

■内

容 公民館実習室の清掃及び実習室内の物

対
象

にんじん畑

乳幼児と
保護者

乳幼児のための出入り自由の
フリースペースです。
お母さんの情報交換にどうぞ。
■開催日 毎週月･水･土曜日 １０:００～１６:００
対
象

子育てほっとサロンにんじん畑

申込
不要

きゃろっぴぃﾀｲﾑ

乳幼児と
保護者

毎月子育て世代の交流会をにんじん畑にて
開催します。
今月のテーマ 「ぬくぬく」
■日 時 １月２１日(月) １０:３０～
■内 容 絵本の読み聞かせ、子育て世代の交流
『高齢者いきいき活動ポイント対象事業』 対

申込
不要

ハツラツじゃけん!

象

概ね６５歳
以上の方

超高齢化社会に向け、元気に過ごすため、
できる事から始めましょう!
■日 時 １月１１日(金)１０:００～１１:３０
■内 容 腸の健康についてのお話
■講 師 新広島ヤクルト販売(株)
しょうぶ だ

管理栄養士 菖蒲田

いつもご使用後の清掃にご協力いただきありがと

ぎおんひろば実行委員会

第１９回 書き初め大会
■期

子育てほっとサロン

申込
不要

あや み

彩美さん

■共 催 広島市東原・祇園東地域包括支援センター
『高齢者いきいき活動ポイント対象事業』 対

申込
不要

はつらつ大学

象

概ね６０歳
以上の方

年間を通じて、様々な学びの場を提供して
います。お気軽にお越しください。
■日 時 １月２８日(月) １０:００～１１:３０
■内 容 ・ラジオ体操

品の整理

・新春経済セミナー ～猪突猛進なるか！？

※清掃用具(雑巾など)できればご持参ください。

2019 年猪年の世界経済～
くらはし

たか ひろ

■講 師 金融広報アドバイザー 倉橋 孝博さん

今月の地域活動ロビー展 （１階ロビーにて）
★ぎおんひろば書き初め大会入選作品展★
1 月６日(日)に行われた書き初め大会の入選
作品を展示します。力作をご覧ください。
■期
■協

間 １月７日(月)～２１日(月)
力 ぎおんひろば実行委員会

★『過去を学び、今を生きる』写真展★
東日本大震災の現地写真を通して、事実を風化
させない事と共に、自分達のこれからの心構え
について、考えてみましょう。
■期
■協

間 １月２４日(木)～３１日(木)
力 広島経済大学興動館 東北支援プロジェクト

■協 力 広島県金融広報委員会
申込
不要

パソコン相談室

対
象

パソコン
初心者

パソコン初心者のための
出入り自由な相談室です。
■日 時 １月２６日(土) １０:００～１２:００
■講 師 ICT まちづくりボランティアの皆さん
※今月のおもちゃ病院は，お休みです。

事業で託児を希望される場合：
参加申し込み時にお知らせください。満６か月以上の首の座っ
たお子さんから対象。当日は、お子さんの好きなお菓子(飴は不
可)、飲み物、着替え(オムツ使用の場合ビニール袋)に、全てお
名前をご記入の上、各自でご持参ください。

