令和３年(2021 年)11 月１日発行

１１・１２
月号

オンライン①

対…対象者 日…期間､日時 場…会場 内…内容 持…持ってくる物
申…申し込み方法 問…問い合わせ先 準…準備物 他…その他

可部公民館だより

●講座参加の申込受付は

時間

１１月２０日（土）
１１月２７日（土）
１２月 ４日（土）
１２月１１日（土）

日

進行役

11:00

1１月２０日におしゃべり
した内容をもとにテーマを
決めます。

赤ちゃんといっしょ♡サポーター
か ね こ

る

り

やまうち

み

お

金子 留里 さん・山内 美 緒 さん

対初めて子育てするママと概ね１～５カ月の赤ちゃん※全日程に参加できる方 ￥無料
申１１月１７日（水）まで

オンライン②

【子育て応援講座】 赤ちゃん・小さな子がいる家庭の

定先着 6 組

時短家事講座

手のかかる時期である小さな子の育児と家事の両立はとても大変です。家事の負担を軽減する方法
や気持ちが楽になる考え方を学び、家族みんな笑顔で元気に過ごしましょう。
日

時

内

容

講

１２月 ９日（木） ・時間に追われる理由，一人だけで頑張らない
・掃除や整理に悩まない仕組み作り
10:00～11:30
・夫との家事シェアが叶う５つのポイント 他
対未就園児子育て中の保護者（子ども同席可）

￥無料 定先着６人

師

時短家事コーディネーター
う ち だ

内田

ふみ

文 さん

申１２月５日（日）まで

オンライン①②の申込方法①お名前（ふりがな）②電話番号③お子さんの名前、性別、お誕生日 ④Zoom
経験の有無⑤Zoom 使用機器（PC・スマホなど）を記入して、E メール kabe-k@cf.city.hiroshima.jp
で申し込んでください。
（件名は講座名を記載してください）
※参加決定後、お申込みの E メールアドレスに Zoom の招待状などをメールで返信します。
必ずやり取りのできるアドレスからお申込みをお願いします。
申込用二次元コード▶
準Ｗｅｂ会議システム Zoom が使えるパソコン、スマートフォンなど ※Wi-Fi 環境下での使用推奨

リアル

【子育て応援講座】

心も体もリフレッシュ

定員

１１月２２日（月）
14:00～16:00

申込先着

１２月

（リモート
20 人）

きよなが

定先着６組

場安佐北区総合福祉センター６階

ち

え

１１月

８日(月)、１２月１３日(月) 13:30～14:30

【開館時間】 午前８時３０分～午後１０時

4０人

場６階

大会議室

【窓口受付時間】午前８時３０分～午後５時５分

講

可部の城跡をめぐる②
・毛利氏側についた安芸国人衆
・戦国期における可部地域の様子

14:00～16:00
対どなたでも

容

可部の城跡をめぐる①
・熊谷氏を取り巻く戦国の城跡
・地形を生かした可部の山城の仕組みと戦
いの歴史

￥無料

持筆記用具

師

可部郷土史研究会
会長
ぼう

とし

坊

聰 彦 さん

ひこ

申公民館へ電話か来館で

【予告】第５回（２月５日開催予定）の詳細は可部公民館だより１・２月号（１月４日発行）に掲載します。

「空き家みらいトーク」

かべ空き家・古民家応援隊養成講座

可部の空き家や古民家活用のスペシャリストによる地域密着型トークイベント開催！
空き家問題の「今」と「未来」を本音で語ります！！

日

時

内
第1部 13:30～

容

スペシャリスト

トークイベント

１１月１３日（土） 現役スペシャリスト 3 人の本音トーク
13:30～16:00

土地家屋調査士 山中

※16:00 から個別に相
談もできます。

可部夢街道まちづくりの会 貴船 一樹 さん

第2部 15:10～ ワークショップ
空き家問題 あなたならどうする⁉
ゲーム感覚で体験型勉強会

やまなか

たくみ

よこやま

ひろし

宅地建物取引士 横山

匠 さん
寛 さん
き ふ ね

か ず き

対どなたでも 場可部公民館 研修室１ 定先着２０人 ￥無料 持筆記用具 申可部公民館へ電話か来館で

リモート公民館ひろしまライブ２０２１

可部公民館オンラインギャラリー

コロナに負けず、練習や活動を続けている公民
館グループや市民活動団体による無観客の発表会
や活動中継をネットでライブ配信！

可部公民館活動グループの作品や活動を発信
するサイトです。可部公民館ホームページから
見ることができます。
http://www.cf.city.hiroshima.jp/
kabe-k/gallerytop.html

★可部公民館からは、こどもミュージカルと可部気功
(法輪功)愛好者の会の出演と福王寺からも中継します！

動画リンク（YouTube 配信アドレス）▼
https://youtu.be/g_FGVn4wKyA

大会議室２

￥無料 持バスタオル１枚、飲み物、汗拭きタオル、着替え （必要あれば） 申公民館へ電話か来館で。
図書室の本入替作業日

４日（土）

内

１１月２１日(日) 12:00～16:00 （予定）

親 子 ヨガ

育児や家事で疲れた体をヨガの呼吸とポーズで優しくストレッチ。親子でゆったり楽しく
体を動かし、スキンシップを深めましょう。ヨガ初心者さんでも大丈夫ですよ♪
日１１月１０日（水）10:00～11:00 【講師】ヨガインストラクター 清永 智恵 さん
対未就園児とその保護者

時

初めての子育てに思うこと
10:00～

第３・４回

可部は、古代から人々が住み、中世・近世・現代と時代を追うごとに地域の中核をなし、特徴ある
発展を遂げました。今回は、可部に残る城跡を深堀りして、戦国時代の可部地域の様子や時の権力者
を取り巻く情勢を探っていきます。

赤ちゃんといっしょ♡

テーマ

１１月１日(月)からです。☎８１４－４０３１

満喫！かべ学 「地形を読み解き 可部の物語を知る」

初めての子育ては ワクワクがいっぱいだけどわからないことや心配もいっぱい・・・
お家からオンラインでお誕生日が近い赤ちゃんのママたちと気軽におしゃべりしてスッキリしましょう♪
日にち

定…定員

高齢者いきいき活動
ポイント対象講座

※講座への参加申し込みの際にお伺いした個人情報は､目的以外には使用しません｡

発 行：公益財団法人広島市文化財団 可部公民館
広島市安佐北区可部三丁目 19 番 22 号(安佐北区総合福祉センター7 階)
TEL：(082)814-4031
FAX：(082)814-4721
メール：kabe-k@cf.city.hiroshima.jp
ホームページ：http://www.cf.city.hiroshima.jp/kabe-k/

初めてママの子育てプログラム

￥…参加費など

可部のいつも通り～日常を取り戻そう～
11 月 6 日(土)～11 月 21 日(日)

●「安佐北デジカメ倶楽部」 作品展示
11 月 1 日(月)～11 月 30 日(火)
●「エッセイ こもれび」 作品展示
11 月 1 日(月)～ 1 月 31 日(月)

★期間中、可部の町を花などで飾っています。

主催：可部のいつも通り実行委員会 共催：可部夢街道まちづくりの会

※木・金は午後９時まで

【休 館 日】《１１月》2 日(火)、3 日(祝)、９日(火)、１６日(火)、２３日(火)、２４日(水)、３０日(火)

《１２月》７日(火)、１４日(火)、２１日(火)、２８日(火)～1 月４日(火)

『高松山に登ってみよう！』

可部子ども自然探検クラブ

可部のまちを歩いてみよう！

「大文字まつり」が行われ地域のシンボルの１つともいえる高松山に登ってみませんか。
紅葉を楽しみながらの自然観察と高松山に残る史跡を探検してみましょう。
日

時

探 検 場 所

１１月２８日(日)
9:00～12:00

日

講 師

安佐北区総合福祉センター１階ロビー集合・解散

高松山登山口⇒高松神社⇒頂上の高松
城跡⇒高松橋 ほか

※集合 8:50

ボランティアガイドの案内で地域を歩いてみませんか。

か み て

しんいち

上手

森林インストラクター

新一 さん
みやいし

(公社)日本山岳会 広島支部

宮石

さとし

惇 さん

対小学３年生以上の子ども(保護者同伴可) ￥無料 定先着 10 人 持長そで・長ズボン、防寒着、歩きや
すい運動靴、帽子、手袋、飲み物、おやつ 他雨天時は中止します。 ※前日午後４時で判断し、中止の場
合は参加者へ連絡します。 申１１月２１日(日)までに公民館へ電話か来館で

古代以来、可部は交通の要衝として機能し、栄えてきました。その痕跡を街道・舟運・鉄道を中心
に紐解きます。
時

定員

内

１１月１８日(木)

申込先着

13:30～15:30

30 人

容

講

師

広島市交通科学館
主任学芸員

・出雲街道と石見街道の交わる町 可部
・太田川水運により栄えた町 可部
・鉄道開通によりさらに発展した 可部

た ま き

玉置

かずひろ

和弘 さん

対どなたでも 場可部公民館 研修室１ 持筆記用具 ￥無料 申公民館へ電話か来館で

可部の物語り伝えます…
～可部に舞い降りた落下傘～
昭和 20 年 8 月 6 日の可部の物語りを紙芝居
で語ります。あなたはこれから未来にどんな物
語を伝えたいですか？
日１２月１２日（日）10:00～11:30
対小学生以上の子どもと保護者、興味のある方
定先着１０組 ￥無料 場可部公民館 研修室１
持筆記用具 申公民館へ電話か来館で
【講師】可部まち物語つたえたい
しんざわ

たかしげ

新澤 孝 重 さん

みんなで作る！

ど

い

かずまさ

土井 和正 さん

冬から春の花壇

ボランティアグループ「可部さわやか花づくり
の会」と一緒に、安佐北区総合福祉センター屋外
花壇の植え替えをしませんか。花の好きな仲間と
集い、楽しく作業をしましょう！

日①１１月１８日(木) 9:00～12:00
②１１月２５日(木) 9:00～12:00
場安佐北区総合福祉センター屋外花壇
対どなたでも 定先着５人 ￥無料 持作業用
手袋、スコップ 申公民館へ電話か来館で

✿水やりボランティアも募集しています！
≪お礼≫

②
③

もっと知りたい！可部の学び場④

日

①

可部の作り場

ミニ杉玉作り

『可部の作り場』は、手作りを楽しみながら地域
の良さを知ることができる講座です。
今回は、大林桧山地区を１０００年先まで残そう
と、酒米づくりに取り組んでいる若者の地域再生プ
ロジェクトについてのお話と、大林の杉を使ったミ
ニ杉玉作りです。
◆杉玉…酒屋などの軒先に緑の杉玉を吊るすことで、新
酒ができたことを知らせるもの。

日１２月１９日（日）13:30～15:30
対どなたでも ※小学生以下は保護者同伴 定先着１５人
場可部公民館 研修室１ ￥300 円 (材料費)
持筆記用具、持ち帰り用の袋、軍手
申公民館へ電話か来館で
【講師】ふるさと楽舎

ば

ば

た

しんいち

馬場 田 真一 さん

可部高校生による出前講座
可部高校 2 年生が、「環境」「貧困」「情報社
会」など、日本が広島に見られる社会問題に注目
し考えたことを、地域の皆さまにわかりやすく発
表します。 ※テーマごとに２会場で開催。
日１２月１５日（水）14:25～15:15
対どなたでも 定先着２６人
￥無料 場可部公民館 研修室１A・B
持筆記用具 申公民館へ電話か来館で

時

定員

散

１１月２０日(土)
9:00～12:00

申込先着

ガイドクラブと歩く可部のまち

１5 人

「紅葉の健脚コース」

１２月

申込先着

５日(日)

9:00～11:30

２０人

策

場

所

【集合】安佐北区総合福祉センター

庚申神社、幡崎神社、福王寺参道
道標（大師道）ほか

【集合】ＪＲ中島駅
「交通の要衝地
太田川橋、乳地蔵、友広神社、超
可部の南端めぐり」 圓寺ほか
ＪＲ可部線を生かしたまち歩き

１２月１８日(土)

申込先着

ガイドクラブと歩く可部のまち

9:00～12:00

１5 人

「可部で語り継ぎたい人々」 勝圓寺、品窮寺、明神社ほか

【集合】安佐北区総合福祉センター

対どなたでも ￥無料 持飲み物、帽子、タオル
他少雨決行、順延なし、①③雨天の場合は可
部公民館で座学 申可部公民館へ電話か来館で
【主催】①③可部公民館（※協力：可部ガイドクラブ）②ＪＲ可部線を生かしたまちづくり実行委員会（ＪＲ
可部線利用促進同盟会・ＪＲ西日本・可部公民館・三入公民館・亀山公民館・安佐北区地域起こし推進課）

【健康講座】

ボッチャで健康作り

ボッチャは、子どもから高齢者まで誰もが簡
単に楽しむことができます。ボールに触って・投
げて・転がして、楽しく健康作りをしましょう。
日 １２ 月 １８ 日 (土) 19:00～20:30

場可部公民館 研修室１定先着２０人 ￥無料
対どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
持タオル、飲み物 申公民館へ電話か来館で
【講師】スポーツ推進員
【主催】可部学区体育協会

【趣味・教養講座】

和菓子の学び

クリスマスをテーマにした３種類の練り切りを
作ります。和菓子にまつわる雑学もあります。
(作った和菓子は食べずに持ち帰り頂きます。)
日 １１ 月 ２２ 日 (月) 10:00～12:00
場可部公民館 実習室
対どなたでも 定先着１６人
￥２，０００円 ※当日徴収
持エプロン、三角巾、手ふきタオル、ふきん
申１１月１５日(月)までに公民館へ電話か来館で
た け だ

おり え

【講師】JSA 練り切りアート認定講師 武田 折恵さん

はじめての日本語教室
一緒に日本語を学んで身につけましょう。
水曜日
１７～１９時

11 月 10 日・17 日
12 月 1 日・15 日

土曜日
１０～１２時

11 月 13 日・27 日
12 月 11 日・25 日

対日本語を学びたい外国人 ￥無料
場可部公民館 申公民館へ電話か来館で
★日本語教室のスタッフをしてみたいと思って
いる方は、見学にお越しください。
ＫＡＢＥパソコンサロン

パソコン相談室

ワードやエクセル、年賀状の作り方、写真の取
り込み方など初歩的な疑問点にお答えします。
日１１月１０日(水) 10:00～12:00
１１月２７日(土) 13:30～15:30
１２月 ８日(水) 10:00～12:00
１２月１８日(土) 13:30～15:30
場可部公民館 会議室 対初心者
￥無料 定各回６人(申込先着)
持ノートパソコン 申公民館へ電話か来館で
【協力】ＩＣＴまちづくりボランティア
安佐北区総合福祉センター １階

場所◆ 安佐北区総合福祉センター1 階

★１２月 １９日 (日) 午前 11:30～12:00
『クリーンエコー』内容：合唱

｢可部公民館だより｣は、中国新聞販売所（可部中央、可部南、可部北）、朝日新聞ＡＳＡ可部店、読売センター可部

ロビー展示

◆可部中学校区ふれあい啓発ポスター・標語入賞
作品展 １０月２８日(木)～１１月３日(水)
◆映画「吟ずる者たち」ロケ地パネル展示
１１月５日(金)～１１月２９日(月)

各販売店のご厚意により新聞折り込みしていただいています。

