
 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公民館は、学習を通して人と人とのネットワークづくりを進めるとともに、地域づくりを支援する場です。 

 
▼お寄せいただいた個人情報は公民館と共催団体で厳重に管理し、事業運営のほかには使用いたしません。▼会場名が特に記載されていないものは、亀山公民館を会場にして行

うものです。▼参加費等の記載がないものは、無料でご参加いただけるものです。▼材料費のかかるものについては、締め切り以降のキャンセルは材料費をいただくことがありま

す。▼特に定員の記載のないものは多くの方にご参加していただける事業です。▼定員がある場合は全て申込み順にて受け付け、定員になり次第申込み締切日前でも締め切りま

す。▼来館の際は、手洗い等感染防止対策をお願いします。▼   は、高齢者いきいき活動ポイント対象事業です。 

 

【休館日】 

４月  

４日(火)・１１日(火)・１８日（火） 
２５日(火)・２９日(祝・土) 

５月 
２日(火)～５日(祝・金)・９日(火) 

１６日(火)・２３日(火)・３０日（火） 
 

【発行】公益財団法人広島市文化財団 亀山公民館 

〒731-0232 広島市安佐北区亀山南三丁目 16-16 

電話･fax：（082）815-1830  

E-mail：kameyama-k@cf.city.hiroshima.jp 

http://www.cf.city.hiroshima.jp/kameyama-k/ 

開 館 時 間 8:30～22:00 

窓口受付時間 8:30～17:15(木・金は 21:00まで) 
 
【お願い】 
講座の申込み、部屋の仮予約・空き状況確認、印刷機の
利用等は受付時間内にお願いします。 
 

事業の 

ご案内 
 

いつもありがとうございます。公民館だよりは各新聞販売店のご厚意によりお届けしています。 中国新聞販売所（可部西・可部中央・可部南・安佐町南販売所） 朝日新聞 ASA可部店  読売センター可部 

かめやま 
公民館だより 

令和５年(２０２３年)４月１日発行 

かめやま大学 

4・5 
月号 

①

 

 

ボディリメイク教室 

～自分で身体を整えよう～ 
 

日 時：４月２０日(木)14:00～15:30 
講 師： 健康運動指導士 

正田 陽子（しょうだ ようこ）さん 
定 員：４０人（申込順） 
服 装：動きやすい服装と靴でご参加ください 
申込み：４月１日（土）９時から電話または窓口で 

対 象：おおむね 60歳以上の方    
持参物：ポイント手帳(お持ちの方)、 

筆記用具、飲み物 
※当日の申込みはできませんのでご了承ください。かめやま大学開催の前日 13 時からキャンセルの空き
があれば申込み順で再度受付をします。 

② 

－メニュー－ 

①ストレッチ 
②筋力トレーニング 
③運動神経のトレーニング 
④コンディショニング（身体の整え方） 
⑤質疑応答 

みんなであそぼう 
広島文教大学ボランティアサークル『紙ひこうき同好会』 
の学生たちによるワークショップです。 

対 象：幼児～小学校低学年（幼児は保護者同伴） 

日時・内容：①５月１３日（土）②６月１０日（土） 
時 間：１３：３０～１５：３０         
定 員：１０人（申込順） 
内 容：①紙コップフラワー＆紙コップのくるくるシアター 

づくり ②カラフル傘＆いろんな紙ひこうきをつくろう 

持参物：ハサミ、のり、クレヨン 
申込み：５月１日（月）９時から受付開始 

①は、５月１１日(木)午後５時までに 
②は、６月 ８日(木)午後５時までに電話または窓口で 

 

④ 

【雨天の場合】 
９時から 1２時まで公民館で座学と実習を行
います。ハサミを持って来てください。 
 
なお、参加費の返金はありませんのでご了承
ください。 

わくわくかめやまランド 

親子で釣りをしよう！ 
  

③  

対 象：小学３年～６年生とその保護者 
※きょうだい幼児の同伴を希望の場合、 
幼児一人に対し、一人の保護者が付いてください。 

日 時：５月２７日(土)9:00～12:00（集合 8:45） 
定 員：６組２０人程度(申込順) 
集 合：太田川柳瀬キャンプ場※駐車場あり 

（安佐北区可部町今井田６８６付近） 
持参物：飲み物、タオル、バケツ、虫よけ（必要な方）、長靴か濡れても良い運動靴、帽子、 

長袖・長ズボン（汚れてもよい服装で） 
※魚を持って帰る人は、クーラーボックスかクーラーバック、保冷剤か氷、エアーポンプ（ある方） 
※釣り竿と仕掛けは貸し出します。（自分の釣り竿を使用したい場合は４.５ｍ以上ののべ竿を持参） 

講 師：釣りインストラクター 中木 正巳さん ほか 
参加費：５００円（エサ代ほか）※５月２０日（土）午後５時までに公民館へ持参 
申込み：４月１日（土）９時から５月２０日（土）午後５時までに電話または窓口で 
    ※準備の都合上、５月２０日（土）午後５時以降のキャンセルについては、参加費の返金ができませんのでご了承ください。 

協 力：広島県釣りインストラクター連絡機構、公益財団法人日本釣振興会広島県支部 
 

現地集合・解散です。 

知らなかった!! 広島のほんもの野菜。 
 
日 時：５月１８日(木)14:00～15:30 
講 師：野菜ソムリエ上級プロ、食育プランナー 
    花井 綾美（はない あやみ）さん 
定 員：５０人（申込順） 
申込み：５月１日（月）９時から電話または窓口で 

 

－講師 profile－ 
野菜ソムリエ上級プロ、食育プランナー。 

一般社団法人むすぶ広島代表理事。 
地産地消、スローフード、食の安全安心など

をテーマとしたよりよい食を広める活動を行
う。著書に「100 万人の幸せごはん― 野菜

がいっぱい!」、「空飛ぶ野菜ソムリエ世界の

旅ごはん」ほか 市民ギャラリー ◆『山野草等の写真展』 
期間：４月３日（月）～４月３０日(日) 
◆『あおい書道』作品展 
期間：５月７日（日）～５月３１日(水) 

<ショーケースでの展示＞ 

◆『押し花（白樺）』作品展 

期間：４月１３日(木)～６月１２日（月）

（月） 

ロビーに地域の方などの 
作品を展示しております。 
ぜひ、ご覧ください。 

       

コロナ禍や戦争で、これまでのように輸入に頼れないのでは

ないかと感じ始めた人も多いでしょう。そこで改めて見直し
たい「地産地消」。身近なものをおいしく食べる生活、広島

の農業と野菜を学ぶことから始めましょう。 

①６月４日（日）押し花体験 

（ ） 
 
②７月２日（日）陶芸体験 

（粘土でお皿やコップを作ろう） 
 
③８月５日（土）紙すき体験 

（牛乳パックでハガキを作ろう） 
 
④９月３日（日）絵手紙体験 

（作ったハガキで絵手紙を描こう） 

親子チャレンジひろば 
 対 象：未就学児（３歳～６歳）を含む家族 

【全４回出席できる家族】 

時 間：いずれも１０：００～１１：３０ 

定 員：５組（申込順） 

参加費：１組７００円（初回に集めます） 

持参物：飲み物、汚れてもよい服装、 

    牛乳パック２枚（洗って乾かしたもの） 

※３回目の紙すき体験で使用します。 

申込み：５月１日（月）９時から５月３１日（水） 

午後５時までに電話または窓口で 

月に一度公民館で 
色んな体験をして 

みませんか。 

⑤ ⑥ 

 

対 象：パソコン超初心者の方 

日 時：①４月１２日（水） 
②５月１０日（水) 
★毎月第 2水曜日 10:00～12:00 

持参物：パソコン（お持ちの方）、マスク 
ポイント手帳（お持ちの方）     

申込み：４月１日（土）９時から受付開始 
①は４月１０日(月)午後５時までに 
②は５月８日(月)午後５時までに電話または窓口で 

■時間内は出入り自由。相談内容によっては対応できない 
場合もありますのでご了承ください。 

パソコン相談室 

パソコン超初心者の
方で、基本的な操作

がよく分からない方
の疑問に、ＩＣＴボ

ランティアスタッフ
が問題解決のお手伝

いをする自主学習ス

ペースです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てオープンスペース 

 

子育て中の皆さんの仲間作りや憩いの場と 

して児童室を開放しています。 

開放時間：10:00～17:00(休館日を除く） 

※利用の際は職員に一声かけてご利用 
ください。 

※公民館の主催事業などがある場合

は、ご利用できない場合があります。 

※必ず保護者が付き添ってください。 

※飲食はできません。 

 
亀山児童館で地域の方と季節に合わせた遊びを
楽しみましょう！ 
 
活動日：毎週火曜日 

10:00～11:30 
問合せ：亀山児童館 ☎815-3894 

日 時：4月 10日(月)、24日(月) 
   5月  8日(月)、22日(月) 

10:00～11:00  

※毎月第 2・4月曜日 

☆水分補給のための飲み物をご持参ください。 

令和５年度 亀山公民館 活動グループ一覧（令和５年３月末現在）見学や入会のお問合わせは亀山公民館まで（電話：（082）815-1830） 

 

 
日 時：５月１２日(金) 9:30～11:00 

（４月はお休みです。） 
場 所：亀山公民館 １階児童室 

内 容：乳幼児の身体計測、育児相談など 

問合せ 安佐北保健センター☎819-0616 

スタッフ募集中！ 
 
高齢者いきいき活動ポイント(2ポイント)
対象。詳しくは公民館または、下記ホーム 
ページまで。
http://www1.megaegg.ne.jp/~hirosimao
motyadr/  
または、「ひろしまおもちゃ病院」で検索し
てください。 

読み聞かせボランティア『キャンディ
ハウス』のみなさんによる絵本の読み
聞かせ会です。 

グループ会員募集！ 

わくわくリトミック 

対象：  

：毎月第 1･３月曜日  

10: 30～11:30     

会費：700円/回 

グループ１日無料体験会♪ 

日 時:４月１７日（月）  
10:30～11:30     

持参物:飲み物等、動きやすい服装で 

申込み:４月１日（土）９時から 

４月１５日（土）午後５時まで 

に電話または窓口で 

その他:入会後は会費が必要となります。 

共 催:公民館活動グループ 

「わくわくリトミック」 

お母さんやお友達と歌ったり 
遊んだりしながらいろいろな 
音楽を感じ、音楽が大好きに 
なってもらえたらと思います。 

太極拳（気） 
 
緩やかな動作の中に集中した 

筋力を必要とする太極拳。 

心と体の健康維持がモットーの 

楽しいサークルです。 

活動日：毎月第 1～4金曜日 

13:00～15:00     

会 費：2,000円/月 

ジャンル № グループ名 活動日 活動時間 会費等 対象・流派ほか 

リトミック 1 わくわくリトミック 1･3 月 10:30～11：30 700円／回 
1歳 6 ヵ月～未
就園児と保護者 

パソコン 

2 亀山パソコンクラブＢ 1･3 水 13：00～15：00 2,500円／月   

3 亀山パソコンクラブＣグループ 2･4 金 9：30～11：30 1,500円／月   

4 亀山パソコンクラブＤグループ 1･3 水 15：00～17：00 1,600円／月   

5 パソコンクラブタートルズ 1･3 水 13：00～16：00 1,500円／月   

6 エイトの会 2･4 月 13：00～16：00 2,000円／月   

７ 水曜会 2・4 水 13：00～16：00 500円／月  

ヨガ 
８ ヨーガ和紀会 毎週 木 10：00～12：00 3,000円／月   

９ ヨーガあいあい 2・4 月 10：00～12：00 2,000円／月   

料理 10 旬を台所に 1 土 9：00～12：00 1,000円／月   

そば打ち 11 亀山手打ちそば同好会 最終 木 14：00～19：00 
7,000円～ 

12,000円／半年 
  

お菓子 12 お菓子教室 ババロア 3 金 9：30～12：30 1,800円／月   

ボラン 
ティア 

13 
金亀の里 花いっぱい 
ボランティアグループ 

1 水 9：30～12：00 ー   

14 石亀会 不定期   1,000円／月   

15 ひろしまかめやまおもちゃ病院 2 日 9：30～15：00 ー 
おもちゃの修理 
(1月、8月はお休み) 

16 亀山公民館 図書ボランティア 3 水 10：00～12：00 ー   

17 
亀山公民館 ホームページ 
ボランティア 

不定期   ー   

18 JR可部線利用促進同盟会 2 木 9：00～12：00 ー   

19 キャンディハウス 2･4 月 10：00～11：00 ー おはなし会 

日本語 20 アミーゴス 毎週 日 9：30～12：30 ー 外国人の日本語支援 

英会話 21 英会話フレンドリー 2･4 金 9：00～12：00 2,000円／月   

中国語 22 中国語同好会 1･3 土 14：00～16：00 2,000円／月   

手話 23 手話同好会 ＨＡＮＤ※休会中 2・4木 14：00～17：00 ー   

油絵 24 リブル絵画グループ 毎週 水 9：00～12：00 3,000円／月   

水彩画 25 水彩画教室パレット 1 月 13：00～16：00 1,000円／月   

子ども書道 26 子ども書道クラブ 毎週 木 15：00～17：00 3,300円／月 幼児～小学生 

書道 27 あおい書道会 2･4 水 9：30～12：00 2,000円／月   

陶芸 
28 かめとう 

2･4土･月 
(2･4日)  

18:00～20:00 
(9:00～17:00) 

5,000円／年 
（粘土実費） 

  

29 まいせん 1･3 月  10：00～16：00 500円／月   

木目込み 30 ひいな遊び 
1･3･4 
水 

9：30～12：30 2,400円／月   

絵手紙 31 絵手紙サークルほほえみ 2 月 13：00～16：00 300円／月   

押し花 32 押し花（白樺） 2 水 12：30～16：30 1,000円／月   

ギター 33 ギタートルズ 2～4 土 13：00～16：00 2,000円／月   

楽器演奏 34 町の音楽隊 2･4 水 18：30～21：30 2,000円／年 楽器経験３年以上の方 

 

ジャンル № グループ名 活動日 活動時間 会費等 対象・流派ほか 

コーラス 

35 カメリヤコーラス 1～4 水 10：00～12：00 1,500円／月   

36 手話コーラス Ａｎｄａｎｔｅ 2水、4月 19：30～21：30 1,500円／年 
可部福祉センター(1・3

火）10:00～12:00) 

37 歌の散歩道 1 水 13：00～15：00 500円／月   

箏 38 箏愛好会 1～3 水 9：00～12：00 3,000円／月   

篠笛 39 亀山篠笛会 1･3 水 18：00～20：00 500円／月   

民謡 

40 民謡亀山教室 2･4 水 13：00～16：00 2,000円／月 満謡会 

41 民謡平成教室 2･4 木 13：00～16：00 2,500円／月 満謡会 

42 民謡三絃教室 ※休会中 1･3 木 13：00～17：00 6000円／年 満謡会 

カラオケ 
43 亀山カラオケ同好会 2･4 日 13：00～17：00 1,000円／月   

44 カラオケフレンズ 2･4 木 13：00～16：00 1,000円／月   

ヒップホップ

ダンス 
45 ＫＩＤ’Ｓダンス亀山 1～4 月 15：30～20：00 3,000円／月 子ども 

フラダンス 
46 アロハ フラ ホアロハ 1～3 水 19：30～21：30 3,000円／月   

47 フラ・プメハナ 2・3 金 14：00～16：00 2,500円／月   

民俗芸能 
48 亀山神楽団 

毎週  
月水 

19：30～21：30 
1,000円／月 
(学生 3,000／年) 

通常の活動場所： 

亀山神楽団衣装小屋 

49 亀山子供神楽 毎週 金 19：30～21：30 1,000円／月 小学生以上中学生以下 

民踊 

50 虹山民踊なるこ 毎週 木 9：30～12：30 3,000円／月 広島県民踊協会 

51 亀山民踊 1～4 木 13：00～16：00 3,500円／月 広島県民踊協会 

52 福扇会 3 日 9：30～12：30 500円／月 広島県民踊協会 

俳句 53 亀山俳句クラブ 1･3 木 9：00～12：00 500円／月   

昔話の再話 54 むかしかっぷり 不定期 13：00～16：00 部屋代実費   

詩吟 55 詩吟夕月亀山 1～3 水 13：30～15：30 300円／月 
公益社団法人関西吟詩

文化協会鷺夕会 

茶道 56 まつかぜ 毎週 金 9：30～12：30 1,000円／月 裏千家 

リズム体操 57 リズム体操かめ 毎週 月 9：30～11：30 1,000円／月   

健康体操 
58 いきいき健康運動亀山 ４ 金 13：00～16：00 400円／月   

59 がんばローズ 2･4 木 14：00～16：00 3000円／半年   

子ども体操 60 体操クラブ 不定期 幼児・小学生(通常の活動場所：亀山小学校) 

卓球 
61 楽喜（卓球） １～4 金 9：30～11：30 500円／月   

62 亀山ラケット卓球同好会 2～5 水 13：00～16：00 4,500円／年   

サッカー 

63 亀山サッカークラブ 
毎週  
火水金 

18：30～20：30 3,000円／月 
(通常の活動場
所：亀山中学校) 

64 
グラスルーツサッカー 
アカデミー 

毎週  
火金 

18：00～19：30 2,000円／月 
サッカー・ワークショッ

プ (通常の活動場所：亀

山小学校、可部公民館) 

太極拳 65 太極拳（気） 1～4 金 13：00～15：00 2,000円／月  

空手 66 健康空手教室 毎週 土 19：00～22：00 
2,000円／月 

(家族 3,000円／月) 
  

スポーツ吹矢 67 亀山スポーツウエルネス吹矢同好会 2･4 土 10：00～12：00 1,000円／月   

 

 
ものを大切にする心を育てるお手伝い！ 

壊れてしまったおもちゃを修理します。 

日 時：4月 9日(日)、5月 14日(日)  

10:00～12:00(受付時間) 
修 理：ひろしまおもちゃ病院かめやまのみなさん 
■子ども 1人につき、おもちゃ 1点。 
■電池の必要なものは新品の電池を持参ください。 
■ブリキなどの古いおもちゃは修理できかねますので、ご了承ください。 

申し込み 
不要です☆ 

バスタオル、 
母子手帳を 

お持ち 

ください。 


