第 348 号

■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！→
★１2 月の休館日／毎週火曜日、２９日(木)～３１日（土）
★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

今年度のふれあい湧水まつりが中止になり、これで観音台公民館は４年もまつりを開催して
いません…！？４年も！？エアコンの工事から始まり、コロナ禍を経てエレベーター設置工事
ほか…最後に開催できた時は「平成」でした。年に 1 度の活動発表の場が失われて残念です。
そんな中でも皆さんの熱心な活動は続けられていることから、活動成果の発表の場として、
ロビー展示を 12 月・2 月・3 月に分けて行います。お誘いあわせの上、ぜひご覧ください！！

期間：１２月５日(月)～２５日(日)

『陶遊クラブ』の
名前のとおり、土で
遊ぶことを楽しみなが
ら、メンバーが思い思
いに名作？迷作？を造
っています。

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

○ 図書配本は、７日(水)です。
○ 市立図書館への返却本回収日は
７日・２１日(水)です。

７０から始めたおりがみ遊び♪ぜひご覧ください！
出展：伊藤さんと田中さん
期間：１２月１日(木)～２５日(日)

観音台花さかクラブさんが種から育てた
苗で、寄せ植え体験してみませんか？
紅白の葉ボタンが
お正月にぴったりです！
■日時／１２月１９日(月)
10：00～11：00
■対象／どなたでも
■定員／５人

私たちはクラフト
バンドでかごバックや
小物を、楽しみながら
和気あいあいと作って
います。脳トレにもな
っているかな？
手作りのあたたか
みを感じていただけた
ら幸いです。

期間：１２月７日(水)～２５日(日)

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

子どもと保護者の楽しい集いです。今月はク
リスマス会です！サンタさんが来るかも…！？
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！
■日時／１２月１４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。

■参加費／100 円 ※ 当日集めます。
■持参物／手袋、持ち帰り用の袋
■申込み／１２月１５日(木)までに公民館へ

公民館の花壇でこっそり育てていた
コキアでほうきを作ってみました♪
かわいくできたので、皆さんにも
おすそ分けします！(10 本弱くらい)
■日時／１２月１１日(日) 13：30～
※ なくなり次第終了です！

種から育てた葉ボタ
ンが大きくなりまし
た！希望される方に
紅白１鉢ずつ差し上
げます。

持ち帰り用の袋をご持参ください。
■日時／1２月５日(月) 9：00～12：00
※ なくなり次第終了します。

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

参 加 費

１２月１０日(土)
煌めく！
無料
13：30 開場
冬のコンサート 【要申込】
14：00 開演

囲碁や将棋、オセロを気軽に楽しめる交流
広場です。地域ボランティアの方が優しく教
えてくれます。
■日時／１２月４日・１８日(日)
■対象／小学生～高齢者

申込み：12 月 7 日
坪井上
(水)までに持参物：
集会所
スリッパ

定員：４０人
観音台 申込み：11 月 30 日
公民館 (水)から公民館へ
※公民館共催

日時

場所

問合せ

観音台
“極楽”

毎週火曜日
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(29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(31 日は休み)
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(30 日は休み)
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”
℡
時

考

倉重荘 持参物：花ハサミ
クリスマス
600 円
申込みはこちらお持ちの方はグル
リースづくり 【要申込】
923-7270ーガン

１２月２１日(水)
倉重荘
星加：090-1792-9836 13：30～15：00

日

備

お休みです。

１２月１６日(金) 兎のタペストリー 400 円
坪井上
丸山：090-8693-6681 13：30～15：00 を作りましょう 【要申込】

・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

所

10：00～12：00

千同上
中本：922-2304

東観音台
佐藤：924-9036

場

定員：20 人
2,000 円 一丁目集 申込み：11 月 30 日
食事会
(水)までに
(プリンスホテル) 【要申込】 会所集合 ※ コロナ禍で中止に
なる場合もあります。

１２月８日(木)
11：30 集合
11：50 出発

観音台
佐々木：922-6113

容

毎週水曜日(28 日は休み)
13：30～15：00

観音台
公民館

佐藤:924-9036
戸谷:080-1925-4683

９２３－９４４１
内

容

１・８・１５日(木) ゲートボールで遊ぼう
１５日(木)

おはなしの部屋

１７日(土)

クリスマス工作

詳しくは児童館だよりをご覧ください。

■日時／１２月９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

■日時／１２月９日(金) 13：30～14：30
■講師／五日市幸楽苑施設長

茗荷

浩志さん

■対象／おおむね 65 歳以上の方
■定員／30 人
■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
■共催／観音台公民館

種から花を育て、公民館の花壇の手入れを
しています。一緒に花活しませんか？
１２月の活動…５日(月) 9：00～
ストックと
コスモスが
良く咲いて
います！

館長
栗栖 修二
今年はコバノフジバカマをしっかり育て、１０
月にはアサギマダラが昨年のように飛来してく
れる！と、期待していたのですが、なんと！！
１日に数頭しか来てくれませんでした。
アサギマダラ観察会、五日市高校茶道部による
お茶会、フルートとクラリネットのオータムコン
サートと準備し、多くの方に来館していただいた
のですが、肝心のアサギマダラが…私が観音台公
民館にお世話になって、一番ショックな出来事で
した。
原因は何だったのでしょうか？
① コバノフジバカマの生育が悪い。
② アサギマダラの飛来する数が少ない。
③ コバノフジバカマの開花とアサギマダラの
飛来時期が合わなかった。
④ 館長が悪い…！？
等
いろいろ館内で話し合ったのですが結論は出ま
せんでした。(もっぱら④では？とのウワサ…)
しかし、これに懲りずに来年に向けしっかり準
備し、また新しいイベントも企画しながら、いい
館長と職員がお待ちしておりますので、ぜひお越
しください。

１２月９日(金) 9：00 からです。

ふれあい相談室を開設しています！(12 月)
12 月から曜日と場所が変わりました。
■日時／①毎週水曜日(29 日を除く) 13：30～15：30
②毎週土曜日(31 日を除く) 9：00～11：00
■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。
■連絡先／吉田(924-2837)

福祉講座：年金制度(国民年金)説明会開催
気 軽 に立 ち寄 る街 の縁 側 “と～かんカフェ” ■日時／１２月１１日(日) 10：00～11：30
■日時／１２月４日(日) 10：00～12：00 ■場所／観音台公民館
■内容／コーヒー、ミニショップ、無料相談等 ■対象／どなたでも
■場所／第１集会所の地下広場
■申込み／吉田(電話／FAX 924-2837)

