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草津公民館からのお知らせ
親子で一緒に
２月の休館日
火 曜 日 5 日､12 日､19 日､26 日
祝 日 等 11 日(月)（建国記念の日）

本の返却ポスト(図書館)回収日
２月１日(金)・２０日(水) ・３月１日(金)
※図書館には次の日に返却されます。
☆広島市の市立図書館で借りた本を公民館で返却する
ことができます。詳しい利用方法につきましては、
公民館職員におたずねください。

ロビー展

清流の宝石 かわせみ写真展
期間：２月１日(金)～２月２７日(水)

公民館利用者説明会
公益財団法人広島市文化財団

草津公民館

〒733-0861 広島市西区草津東二丁目 20 番 7 号
Tel 082-271-2576/Fax 082-271-2642
http://www.cf.city.hiroshima.jp/kusatsu-k/
開館時間/8:30～22:00
受付時間/8:30～17:15 (但し木,金曜は 21:00 まで)

２月１６日(土)

13:30～15:00

☆平成 31 年度の公民館利用についての説明を行います。
登録団体の代表者の方はご参加ください。
☆これから公民館を利用しようと思われる方、公民館を
利用してみたいけど、利用方法や条件が分からない方
もご参加いただけます。

企業・団体等との連携講座

コールドプロセス製法の
作り＆身近な

の話

国産まゆ、厳選したキャリアオイル、天然アロマオイルを使用し、
オイルを酸化させない「コールドプロセス製法」で、安心・安全な
石けんを作ります。暮らしの問題として、身の周りの化学成分や合成
ポリマー・環境負荷のことも考えます。
■日 時
■内 容
■講 師
■対 象
■参加費
■持参物
■申込方法

２月２５日(月)

10:00～12:00
シルクの洗顔石けん作りと身近な科学の話
マルベリー製造責任者 豊田 知恵子 さん
どなたでも ２４人（親子での参加も可）※申し込みが 10 人未満の場合中止します。
600 円（材料費）※100ｇの洗顔石鹸２個分
エプロン

２月２３日(土)までに電話・来館にて
▼各講座への問い合わせ・申し込みは、事前に草津公民館へ。また、申し込みは先着順です。
▼場所や参加費等の記載のない場合、開催場所は草津公民館で参加費は無料です。
▼お寄せいただいた個人情報は、事業運営のほかには使用いたしません。
▼駐車場が狭いため、公民館にお越しの際は、公共交通機関などをご利用ください。

を作ろう!! （全 2 回）
ぶきっちょさんでも大丈夫！通園、通学、おけ
いこなどいろいろ使える、簡単でかわいいレッス
ンバッグを作ります。
（生地は数点から選べます｡）
■日 時

２月２７日(水)
３月６日(水)

10:00～12:00
■内 容 レッスンバッグ作り
※みほんが公民館にあります。 〈みほん〉
■講 師 洋裁講師 岡本 真由美 さん
■対 象 両日参加可能で、原則乳幼児をお持ち
の保護者 10 人（先着順）
■持参物 ミシン、裁縫道具
■材料費 1000 円 ※当日持参してください
■申込方法 電話・来館にて
※託児をご希望の方は、申し込み時にお知らせください。
（定員 9 人）
※ミシンのない方は、申し込み時にお知らせください。

子育て広場
工作と体を動かすあそびを行います。親子で
ふれあいの時間を楽しみましょう。
■日 時 ２月２０日(水)10:30～11:15
■対 象 1 歳以上 3 歳未満の乳幼児と保護者
２０組（先着順）
■申込方法 電話・来館にて２月３日(日)
9:00～受付開始
※今回募集は 2 月のみの参加です。

楽しく踊って英語を学ぼう♪

体操
英語の発音を学びながら、発音記号にちなんだ
体操を行うことで、耳と身体で英語を体感できま
す。みんなで楽しみながら英語に触れてみよう!!
■日 時 ２月９日(土) 13:30～15:00
■内 容 英語の発音の学習と
発音記号にちなんだＡＢＣ体操
■講 師 全国通訳案内士 畝崎 雅子 さん
■対 象 小学生とその保護者 20 組（先着順）
■持参物 水分補給の飲み物
■申込方法 電話・来館にて

を作ろう!!
一緒に親子で楽しい時間をすごしませんか？
参加費無料なので、気軽にご参加ください。
■日 時 ２月１７日(日)10:00～12:00
■内 容 パン作り（ウインナーロール、ハムロール）
※材料に小麦粉・卵・バター・牛乳を使用
■講 師 パン作り講師 岡野 志信 さん
■対象・定員 小学生とお母さん 4 組（先着順）
■持参物 エプロン・三角巾
■共 催 母子生活支援施設
さくら苑

【申し込み先】母子生活支援施設 さくら苑
℡ 082-271-4391
※未就学児
（３～６歳）
に託児があります。
希望の方は申込時にお伝えください。

オープンスペース

未就園児までの親子を対象としたオープン
スペースです。申込不要で時間内出入り自由
なので、気軽に参加してみませんか？

２月７日(木)･３月７日(木)
10:00～11:30
■対 象 乳幼児から未就園児までの親子
■持参物 水分補給の飲み物

■日 時

※ベビーマッサージ希望の方はバスタオル

くさつおもちゃ病院
子どもの壊れたおもちゃを、ボランティア
スタッフが、診断・治療（修理）します。
■日 時

２月３日(日)･３月３日(日)

10:00～12:00（受付時間）
※お引き渡しは、13:00～14:00
■費 用 無料
■申込方法 申込不要。当日、受付時間内に修理
するおもちゃをご持参ください。
※ＩＣ部品やぬいぐるみの毛皮など、修理できない
ものがあります。ご了承ください。
※くさつおもちゃ病院は、毎月第１日曜に開催して
います。

公民館主催事業

グループからのお知らせ
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GROUP INFORMATION

【高 齢 者 いきいき活 動ポイント対 象 事 業 】

来て・見て・食べて！

第１1 回

さつき学級

草津うまいもん市場

で健康に
を

３ １０

日 時：
月
日(日) 10:00～14:00
主 催：草津うまいもん市場実行委員会
問い合わせ：草津公民館

かき（焼きかき・むき身・かき串）
子どもコーナー（ミニゲーム・お絵かき＆くじびき）
かまぼこ（もみじ天、がんすなど）
飲食コーナー
酒（地酒販売、コップ酒販売）
（かきうどん、チョウザメフライ、サバ・サンドなど）
子どもかまぼこ作り体験（定員 20 名） 野菜朝市

２月２０日(水) 13:30～15:00
落語の口演
ジャンボ衣笠 さん
おおむね 65 歳以上の方 30 人
電話・来館にて（要事前申し込み）

草津まち歴史の散歩道ガイド
白壁アートこて絵物語
■日 時 ２月２４日(日) 9:30～12:00
■集合場所 草津公民館
■内 容 こて絵巡り
ミニ講座（こて絵について と
近隣こて絵の紹介）
■講 師 草津まちづくりの会 縄岡 さん
■対 象 どなたでも
■定 員 １５人（先着順）
■携行品 ぼうし、飲み物 など
■参加費 100 円（資料代）
■申込方法 ２月１８日(月)までに草津公民館へ
■共 催 草津まちづくりの会

西区公民館ホームページのご案内

―さい・ゆう・き―
･西 ･遊 ･来

検索

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

本 ＆おもちゃ

募集します。

草津公民館では、3 月に「本とおもちゃの
エコマート」の開催を予定しています。
ご自宅で不要になったけれど、まだ使える
おもちゃ、読み終えて誰かに読んでほしい本
を募集しています。草津公民館窓口までお持
ちください。
受付期間

２月２８日(木まで)

※壊れたおもちゃも、おもちゃ病院スタッフが、
修理して活用します。
※特定の宗教・政治団体に関わる本や雑誌、百科
事典、ぬいぐるみなどはご遠慮ください。
※ご提供いただいた品の事業実施後の処理、処分
については公民館に一任していただきますの
で、予めご了承ください。

ぱそボラ広場
パソコンに関する疑問や困っていることの相談に
パソコンボランティアが応じます。
■日 時

２月１４日(木)、１５日(金)

１0:00～11:30
■対 象 パソコン初心者の方、これから使ってみたい方
■相談員 ぱそボラ 932
■申し込み 不要。当日直接お越しください。
※Windows１０での質問の方は、パソコンを必
ずご持参ください。
※会場にパソコン（Windows７）を用意してい
ます。ご自由にお使いください

■活動日時 ２月１４日(木)13:30～
■集合場所 鈴が峰会館
■そ の 他 飲み物は各自持参
会員
募集

スッキリ♪チベット体操
目指すは「健康で美しい三年後の自分!」

身体を内側から活性化するチベット体操とビュー
ティ気功を行っています。みんなで楽しみながら、
若返りませんか？500 円で体験会を行いますので、
ご希望の方は事前にご連絡ください。
■活動日時 第 4 水曜日 10:00～12:00
■対
象 女性のみ 5 人程度
■会
費 1,200 円/月

草津販売所､庚午販売所､高須販売所､庚午南販売所
ＡＳＡ草津､ＡＳＡ己斐･古江
ＩＣ庚午
ありがとうございます。
ＡＳＡ草津､ＡＳＡ己斐･古江

INFORMATION

☆市立保育園からのお知らせ☆

「きんさい！みんなの保育園」
注）いずれも申込みが必要です。

●庚午保育園
◇ふれあい遊びを楽しもう
▼対象 1･2 歳児の親子 10 組
2 月 8 日(金)10:00～11:00
◇サタデー広場 ▼対象 未就園児の親子
2 月 16 日(土) 10:00～11:00
◇ひよこの会 ▼対象 0 歳児の親子 各 4 組
2 月 20 日(水)10:00～11:00
＊問い合わせ･申し込み 庚午保育園(電話 271-4314)

●草津保育園
◇絵本を見ましょう ▼対象 未就園児親子
≪広島市西消防署よりお知らせ≫

草津公民館だよりは、下記の新聞販売店様のご協力により、みなさまの
ご家庭にお届けしています。
【中国新聞】
【朝日新聞】
【読売新聞】
【毎日新聞】

２月は次年度の計画を鈴が峰会館で立てます。
希望の行き先などがあれば連絡してください。

情報掲示板

〈夢街道ルネサンス認定地区・国土交通省〉

第６5 回

潮風タウンウオーク

しもう!!

今月は落語会を開催します。
たくさん笑って、楽しく元気になろう!!
■日 時
■内 容
■講 師
■対象・定員
■申込方法

開催
案内

2 月 6 日(水)10:00～11:00

◇サタデー広場 ▼対象 未就園児親子

春の火災予防運動

2 月 16 日(土) 10:00～11:00
＊問い合わせ･申し込み 草津保育園(電話 271-3715)

3 月 1 日～3 月 7 日
3 月 7 日は「消防記念日」

●みゆき保育園

『忘れてない？ サイフにスマホに 火の確認』
西消防署 ℡２３２－０３８１

◇サタデー広場 ▼対象 未就園児親子
2 月 16 日(土) 10:00～11:00

◇作ってあそぼう▼対象 未就園児親子
2 月 19 日(火) 10:00～11:00
＊問い合わせ･申し込み みゆき保育園(電話 277-8201)

