【休館日】
１２月

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。

かめやま
公民館だより

６日(火)・１３日(火)・２０日（火）
２７日(火)

令和４年(２０２２年)１２月１日発行

事業の
ご案内

（年末年始）２９日(木)～１月３日(火)

12・1
月号

１月
９日(祝・月)・１０日(火)・１７日(火)・
２４日(火)・３１日（火）

▼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。▼来館の際はマスク着用・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。

第 41 回金亀の里亀山地域まつり
多数のご来場ありがとうございました！

③

況のうちに終了することができました。
参加グループ・団体のみなさんや、まつりを支えてくださ
った全ての方々のご協力に心より感謝申し上げます。
第 41 回金亀の里亀山地域まつり実行委員会一同

クリスマスリースを作ろう☆

ミニ門松を作ろう！

対

象：どなたでも

日

時：１２月２５日(日)

10:00～12:00

師：竹細工指導者

中山

正則さん

参加費：１,０００円（当日集めます）
持参物：花切り用はさみ、飲み物、持ち帰り用の袋
２つ、マスク、ポイント手帳（お持ちの方）

【イメージ】

対 象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
日 時：１２月１１日(日)

講

10:00～12:00

申込み：１２月１日（木）９時から１８日（日）
午後５時までに電話または窓口で

定 員：１２人(申込順)

講 師：フラワーコーディネーター

正重 小百合さん
手作りのミニ門松を作って、

持参物：花切り用はさみ、マスク、ポイント手帳（お持ちの方）

素敵な新年を迎えましょう。

申込み：１２月１日（木）９時から７日（水）午後５時までに

いつもありがとうございます。

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。

講演「しあわせのかたち
～私が見たブータン～」

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、マスク
その他：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。

市民ギャラリー

参加費：１,５００円（当日集めます）

電話または窓口で

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

日 時：R5 年１月１９日(木)14:00～15:30
内 容：世界一幸福度が高い国といわれるブータン。
ＪＩＣＡシニアボランティアとして二年間現地で
暮らした体験談を伺います。
講 師：元ＪＩＣＡシニアボランティア 房尾 一宏さん
定 員：３０人（申込順）
申込み：１月４日（水）９時から電話または窓口で

定 員：１５人(申込順)
月桂樹ともみの木を
使ったリースを作ります。

電話･fax：（082）815-1830

年忘れ落語口演会

④

②

〒731-0232 広島市安佐北区亀山南三丁目 16-16

日 時：１２月１５日(木)14:00～15:30
内 容：笑う門には福来る！一年の締めくくりを軽妙な落語で
お楽しみください。
講 師：秋風亭てい朝さん
定 員：３０人（申込順）
申込み：１２月１日（木）９時から電話または窓口で

ぶりの亀山地域まつりでしたが、たくさんの来場者があり盛

① 亀山魅力再発見講座

亀山公民館

かめやま大学

去る１１月１２日(土)、１３日（日）に開催しました３年

講師は地域の人

【発行】公益財団法人広島市文化財団

【イメージ】

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。

≪ショーケースでの展示≫

◆『山野草等の写真展』
期間：１２月７日（水）～１２月２６日(月)
◆『間

◆『組子細工』作品展

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。

期間：～Ｒ5 年 1 月 5 日(木)

直子さん』作品展

◆『押し花（白樺）』作品展
期間：Ｒ５年１月５日（木）～１月３０日(月) 期間：Ｒ5 年１月１２日（木）～２月６日(月)

中国新聞販売所（可部西・可部中央・可部南）

朝日新聞 ASA 可部店

読売センター可部

防 犯 教 室

⑤

⑥ みんなであそぼう

「自分だけは絶対に特殊詐欺の被害にあわない」と思っていませんか？
しかし、実際には多くの被害が発生しています。特殊詐欺の被害の話にあわせ、地域の交通安全についても
話を聞き、一人ひとりが防犯などについて考え、地域全体で「安心・安全なまちづくり」を目指しましょう。
対
日
定
内
講

⑦
対
日

象：どなたでも
時：１２月１８日(日)9:30～11:30
員：５０人(申込順)
容：特殊詐欺の被害防止について
地域の交通事故防止について
師：安佐北警察署生活安全課 職員

定 員：１０人（申込順）
持参物：ハサミ、のり、マスク
申込み：１２月１日（木）９時から受付開始。①は、１２月８日（木）午後５時までに
②は、R5 年１月７日（土）午後５時までに電話または窓口で

亀山公民館冬のシンボル☆

ヒマラヤ杉のクリスマスツリー

象：パソコン超初心者の方
時：①１２月１４日(水)

今年も地域のボランティアグループ

②R5 年１月１１日(水)

「石亀会」のみなさんに、ツリーの

★毎月第 2 水曜日 10:00～12:00
飾り付け作業をしていただきました。
持参物：パソコン（お持ちの方）
、マスク
来年１月５日（17:00～22:00）まで、
ポイント手帳（お持ちの方）
亀山・亀山南地域の夜を照らします。
申込み：１２月１日（木）９時から受付開始
この冬も亀山公民館からみなさまの
①は、１２月１２日(月) 午後５時までに
もとへ素敵な輝きを届けます☆
②は、R5 年１月８日(日)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。

対 象：幼児～小学校低学年（幼児は保護者同伴）
日時・内容： ①１２月１０日（土） オリジナル写真立てをつくろう！
②R5 年１月１４日（土） ぶんぶんごま・竹とんぼをつくろう！

各回 13:30～15:30

持参物：マスク、ポイント手帳（お持ちの方）
申込み：１２月１日（木）９時から１２月１７日（土）
午後５時までに電話または窓口で。
主 催：亀山学区自治会町内会連絡協議会、
亀山学区防犯組合連合会、
安佐北区地域起こし推進課、亀山公民館

パソコン相談室

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。

グループ会員
亀山手打ちそば同好会

見学や入会のお問合わせは亀山公民館まで。

わくわくリトミック

蕎麦打ちをはじめませんか？
豊平流蕎麦打ち段位取得者の
指導で家族・知人に振舞える
蕎麦打ちの技術が習得できます。
活動日：毎月最終木曜日
会

リズムに合わせて体を動かしたり、工夫
したり、音楽を通じて親子の触れ合いを
楽しんでいます。
活動日：毎月第１、３月曜日

14:00～19:00

10:30～11:30

費：７，０００円/半年

会 費：７００円/回

その他：事前に代表者へ連絡してください。
代表者の連絡先は、公民館にお問い
合わせください。

令和 4 年 年末交通事故防止
県民総ぐるみ運動
期間：12 月 1 日（木）～12 月 10 日（土）

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

までの 10 日間

令和５年度のグループ登録に係る書類（「広島市公民館利用グルー

問題解決のお手伝いをする自主学習スペースです。

スローガン:「ゆるさない ハンドル・
スマホの 二刀流」

プ・団体調」「広島市公民館使用料減免団体登録申込書」の提出に
申し込み
不要です☆

ついて）は、R５年１月１６日（月）から窓口で配布します。

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。
子育てオープンスペース

日

時：１２月１１日(日)

修

☆1 月はお休みです。
理：「ひろしまおもちゃ病院かめやま」のみなさん

10:00～12:00(受付時間)
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。

■子ども 1 人につき、おもちゃ 1 点。

開放時間：10:00～17:00(休館日を除く） ■電池の必要なものは新品の電池を持参ください。
※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。

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。

◆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。

おはなし会
日

時：１２月９日(金)

２６日（月）
R5 年１月２３日（月）
☆1 月９日（月）はお休みです。

10:00～11:00
※毎月第 2・4 月曜日

内

容：乳幼児の身体計測、
育児相談など
持参物：バスタオル、母子手帳
場

所：亀山公民館

問合せ
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。

勝木台交流会館で和気あいあいと
おしゃべりしましょう！

R5 年１月１３日（金） 活動日：第 2・4 金曜日
10:00～12:00
9:00～12:00

時：１２月１２日（月）

http://www1.megaegg.ne.jp/~hirosimaomotyadr/
または、
「ひろしまおもちゃ病院」で検索してください。

日

１階児童室

安佐北保健センター
☎819-0616

ブログ：http://ameblo.jp/katugidai-do-attu

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

