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■編集・発行／(公財)広島市文化財団 観音台公民館

★公民館だより｢湧水｣は、観西学区各町内会のご協力によりご家庭に配布されています。

☆インスタグラムも見てね！→
★１月の休館日／毎週火曜日、１日(日)、２日(月)、９日(月)
★公民館主催事業で、
記載のない事項について
★開館時間／8：30～22：00
場 所…観音台公民館
★受付／8：30～17：15 (木・金は 21：00 まで)
参加費…無料
※ 利用予約・申請・印刷機利用・主催事業の申し込み等はこの時間内でお願いします。
問合せ…観音台公民館
※ 警報発令時などには中止・延期となる場合があります。
申込み…不要
※ 参加申し込み時にお寄せいただいた個人情報は、事業運営の目的以外には使用しません。
高齢者いきいき活動ポイント対象事業…
※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力ください。

■住所／〒731-5157 広島市佐伯区観音台三丁目 16 番 5 号

■TEL&FAX／(082)９２１－４７６２

■URL／http://www.cf.city.hiroshima.jp/kannondai-k/

あけましておめでとうございます
本年もどうぞよろしくお願い申しあげます
観音台公民館運営委員長

古川

孝義

観音台公民館

職員一同

3 年ぶりに開催されます！ぜひご来場ください！
■日時／1 月１５日(日) 11：00～
※ 状況により中止する場合があります。
※ 10：30～五日市高校書道部の書道パフォーマンスあり
■場所／五日市観音西小学校
■主催／五日市観音西地区まちづくり協議会(こどもネット)
観西おやじの会
■問合せ／観西おやじの会
E メール：kannishioyazinokai@yahoo.co.jp

１年かけて磨いてき
た素晴らしい作品の
数々をご覧ください。
期間：１月４日(水)
～３０日(月)
公民館事業
「キッズダンス」
出演決定！！

五日市高校
ダンス部も
出演！

子供フェスタ・青少年の思い発表
～佐伯区青少年健全育成大会～
日時 ２月５日(日)10:00～16:00
場所 佐伯区民文化センター
子供たちの笑顔があふれるお祭りです。
みんなで遊びに来てください。
主催 佐伯区役所ほか 5 団体
問 佐伯区地域起こし推進課(℡ 943-9705、FAX 943-9718)

災害が起きた時、行政の助けが入るのが 3 日目くらいからだということをご存じですか？
それまでは地域でなんとかしなければならないとなると、みんなでどう動けるかが大事にな
ってきます！
今回は、防災備蓄倉庫にある食べ物に注目してみます。どんなものが、どんな風に、どの
くらいあるのか…一緒に見て、非常食を作ってみましょう。
■日時／２月１９日(日)

10：00～11：30

■対象／どなたでも

■定員／２５人

■申込み／２月１５日(水)までに公民館へ
■共催／五日市観音西学区自主防災会連合会
佐伯区役所

10:00～10:15
オープニングセレモニー
10:30～11:35
｢青少年の思い｣発表大会
12:00～15:30
子供フェスタ★ステージ発表
10:00～15:00
活動内容の展示

12：00～15:00
あそびのひろば
★バルーンアートを楽しもう
12：00 整理券配布
12：30 1 回目
14：00 2 回目
★けん玉ひろば

10：30～15:00
バザーもあるよ!
パン ・クッキー・
焼きそば・肉まん など

※催し物の内容については、当日変更する場合があります。
※駐車場に限りがあります。ご来場は、できるだけ公共交
通機関をご利用ください。近隣店舗等の駐車場には駐車
しないでください。

■E メール／kannondai-k@cf.city.hiroshima.jp

○ 図書配本は、４日(水)です。
○ 市立図書館への返却本回収日は
４日・１８日(水)です。

子どもと保護者の楽しい集いです。保育士さ
んやボランティアの育児経験者の方々もスタン
バイ。育児の相談もお気軽にどうぞ！
クリスマス会の写真をプレゼントしますの
で、12 月に参加された方は忘れずにお越しくだ
さいね！
■日時／１月１１日(水) 10：00～11：30
■対象／乳幼児とその保護者
■持参物／タオル・飲み物など各自必要なもの
※ マスクの着用、手洗い、咳エチケットのご
協力をお願いします。
発熱や体調に不安のある方はご利用をお控
えください。
■共催／観音西地区民生委員児童委員協議会
五日市観音西地区社会福祉協議会(ボランティアバンク)

公民館を定期的に利用されているグルー
プ・団体を対象に、利用者研修会を開催します。
ご案内のハガキもお送りします。ご参加いただ
きますようお願いします！
■日時／２月２７日(月) 10：00～11：30
■内容／公民館の利用・減免団体登録について
消防訓練

Kannondai・canon
主催：五日市観音西地区社会福祉協議会
地域・申込み・問合せ

日

時

内

容

参 加 費

場 所

備

考

囲碁や将棋、オセロを気軽に楽しめる交流広
おたのしみ会
１月１２日(木)
観音台
佐々木：922-6113 13：30～15：00 (プレゼントあり)

100 円

一丁目
持参物：靴、飲み物
集会所

くれます。

１月１８日(水)
10：00～12：00

新年会

1,000 円

※

千同上
集会所

成末

雅道

例年、正月三が日は初詣に行き、ニューイヤー

■日時／１月１５日(日)
千同上
中本：922-2304

社会教育主事

場です。地域ボランティアの方が優しく教えて
10：00～12：00

１日はお休みです。

■対象／小学生～高齢者

駅伝、箱根駅伝を見てあっという間に仕事始めを
むかえる、のんびりとした正月休みですが、皆さ
んはどのような年末年始を過ごされているので
しょうか？

坪井上
丸山：090-8693-6681
１月２５日(水)
倉重荘
星加：090-1792-9836 13：30～15：00

東観音台
佐藤：924-9036

・申込み
不要
・参加費
無料
・持参物
タオル
飲み物
マスク
ポイント手帳

時

頭と身体の
健康体操

～」とか「寒い中外に出て風邪をひいたら病院も

倉重荘
200 円
申込みはこちら 講師：綿井先生
【要申込】
923-7270

１月２１日(土)
フレイル予防
無料
13：30～14：30 ヤクルト講座 【要申込】

定員：２０人
観音台 申込み：1 月５日(木)
公民館
～１８日(水)
に佐藤まで

日時

場所

問合せ

観音台
“極楽”

毎週火曜日(３日は休み)
13：30～15：00

一丁目
集会所

原:923-5113
中本:521-1503

千同上
“笑顔”

毎週木曜日(５日は休み)
15：00～16：00

千同上
集会所

中本:922-2304
花村:090-5708-9830

坪井上
“遊友会”

毎週水曜日
13：30～15：00

坪井上
集会所

三宅:921-4571
入瀬:923‐4004

三宅
“ひまわり”

毎週土曜日
9：30～11：00

円明寺
客殿

林出:924-8046
平岡:922‐9270

倉重
“さくら”

毎週金曜日
13：30～15：00

倉重荘

久保:090-1008-2713
星加:090-1792-9836

東観音台
“赤トンボ”

毎週水曜日(４日は休み)
13：30～15：00

観音台
公民館

佐藤:924-9036
戸谷:080-1925-4683

℡
日

少しは運動を…とも思うのですが、「コロナが

お休みです。

休みだし」とか理由をつけて、ついつい、家でゴ

■日時／１月２０日(金)

13：30～14：30

■講師／訪問看護ステーションハローナース五日市
ACP 普及推進員

吉次

浩子さん

12・19・26 日(木) ゲートボールで遊ぼう
12 日(木)

かるた大会

19 日(木)

おはなしの部屋

詳しくは児童館だよりをご覧ください。

さらに、おせち、お雑煮等を食べてゴロゴロ過
ごすので「太った～。来月の人間ドックまでには
体重を落とさないと」と、いつの日からか慌てて

■対象／おおむね 65 歳以上の方

歩き始めるのですが、何を思ったのか、今年は１

■定員／30 人

月に受診日を設定してしまいました。

■主催・申込み／城山・五日市観音地域包括
支援センター(924-7755)へ

ということで、今年は正月三が日も少しは運動
をし、今年一年を健康で過ごせるようにしたいと
思います。

■共催／観音台公民館

1 月はお休みです。

気 軽 に立 ち寄 る街 の縁 側 “と～かんカフェ”
1 月はお休みです。

ふれあい相談室を開設しています！(１月)
高齢者や子育て世代の仲間作り、福祉や生活に
ついての困りごとなど気軽にご相談ください。

９２３－９４４１
内 容

ロゴロと…

■日時／①毎週水曜日(４日を除く) 13：30～15：30
■日時／１月１３日(金) 14：00～16：00
■内容／パソコンやスマホ・インターネットの
基礎的な質問や相談等にボランティア
講師が対応します。
※ ご質問によってはお答えできない場合もあります。
■持参物／パソコン・スマホ

②毎週土曜日(７日を除く)
寒い中良く咲い
ています！

9：30～11：30

■場所／老人いこいの家 倉重荘(観音台二丁目 31-1)
■対象／どなたでも
■申込み／不要です。直接会場にお越しください。

１月１３日(金)

9：00 公民館集合です。

■連絡先／吉田(924-2837)

