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15 歳以上（中学生を除く）
※保険料・資料代などの参加費が必要
となります。

受付開始日午前８時半から
右記申込先まで電話でお申し込みくださ
い。名前、性別、年齢、郵便番号、住所、
電話番号、未成年の場合は保護者名を
お知らせください。

４月１日（金）～４月15日
（金）【先着順】

② 第１回三滝自然ファミリーランド
野鳥、昆虫、植物、星座など三滝の
魅力ある自然を活動に活かし、野外での
遊びや観察などを通して、自然に親しみ
ます。また、体験活動を通して個々の家
族の絆を深め、他家族と交流することが
できます。

５月14日（土）～15日（日）
野外炊飯、キャンプファイアなど
16 家族
小学生以上の子どもとその保

護者
※保険料・食費・薪代・資料代などの参
加費が必要となります。

事業名、郵便番号、住所、
電話番号、家族全員の名前とふりがな、
性別、年齢、児童生徒は学年を記入し、
82 円切手を貼った返信用封筒（長形３
号で宛名を記入）を同封して右記申込
先まで郵送してください。

４月１日（金）～４月15日
（金）【必着】

③ こども平和キャンプ
広島の歴史、被爆の実相の学習など
を通して戦争や平和について考える機会
とするとともに、友達づくりや年齢の違
う子どもたち同士のつながりを深めます。

６月４日（土）～５日（日）
被爆電車乗車、バウムクーヘ

ンづくりなど
参加者48人、ボランティア16人

程度
参加者：小学校４年生～中学校

３年生、ボランティア：18歳～40歳（高
校生は除く。）で事前研修に出席できる人
※保険料・食費・資料代などの参加費
が必要となります。

事業名、郵便番号、住所、
電話番号、名前、ふりがな、性別、学校名、
学年、保護者名を記入し、92 円切手を
貼った返信用封筒（長形３号で宛名を記
入）を同封して右記申込先まで郵送して
ください。

４月１日（金）～４月26日
（火）【必着】

公益財団法人広島平和文化セ
ンター、広島市似島臨海少年自然の家

④ 第１回三滝自然ワンダーランド
野鳥、植物、星空など三滝のもつ自然
の魅力を活動に活かし、日頃できないよ
うな自然体験活動を行い、思い出づくり
をしながら絆を深めましょう！

６月25日（土）～26日（日）
野外炊飯、キャンプファイアなど
42人
小学校４年生～６年生

※保険料・食費・薪代・資料代などの参
加費が必要となります。

事業名、郵便番号、住所、
電話番号、名前、ふりがな、性別、学校名、
学年、保護者名を記入し、82 円切手を
貼った返信用封筒（長形３号で宛名を記
入）を同封して右記申込先まで郵送して
ください。

６月１日（水）～６月10日
（金）【必着】

※①②③④共通項目
①②④広島市三滝少年自然

の家・広島市グリーンスポーツセンター、
③広島市似島臨海少年自然の家 ほか

広島市三滝少年自然の家・
広島市グリーンスポーツセンター
〒733-0802 広島市西区三滝本町一丁目
73 番地の 20
☎ 082-238-6301  5082-238-6302

似島臨海少年自然の家からのお知
らせ

①家族プールカヌー体験デー（春）
実際に体験しながらカヌー漕艇の基礎
が勉強できます。家族みんなでプールカ
ヌー漕艇にチャレンジ !!

４月24日（日）午前９時～午
後２時

海水プールでのカヌー基礎漕
艇、応用漕艇ほか

60人
小・中学生を含む家族
無料
昼食・着替えなど
受付開始日午前８時半から

下記申込先まで電話でお申し込みくださ
い。参加者全員の名前（ふりがな）、年
齢（学年）、電話番号をお知らせください。

３月15日（火）～４月23
日（土）【先着順】

シティカレッジ

大学などが持つ優れた研究・教育機
能を市民生活に活かすことを目的に、学
習機会を提供します。

合人社ウェンディひと・まちプラ
ザ（まちづくり市民交流プラザ）

⑴電話またはファクスにより①
希望講座名または大学名②氏名（ふりがな）
③住所④連絡先（電話番号、ファクス番
号）をご連絡ください。先着順により定員
になり次第締め切ります。※全回参加が前
提です。※郵送（はがき等）による受付は
行っていません。⑵受付時間：月～金（祝
日を除く）午前８時半から午後５時15分ま
で。土曜日・日曜日・祝日は閉所していま
す。⑶申込開始日まではお受けできません
ので、下記の表をご確認ください。

（公財）広島市文化財団ひ
と・まちネットワーク部管理課事業係
〒730-0036 中区袋町６番 36号
☎ 082-541-5335  5082-541-5611

大学などの高等教育機関と連携して、
市民の皆さまに高度で専門的な学習機
会を提供する公開講座です。

県立広島大学との連携講座
「毛利元就の六人の息子たち」

毛利元就には、隆元・元春・隆景の
下に、六人の息子たちがいました。元
清・元秋・元倶・元政・元康・元総（秀
包）の六人です。三人の兄たちの陰に隠
れてあまり目立たない存在ですが、元就・
隆元・輝元の毛利家三代を支えました。
講座では、これまでほとんど注目さ

れることがなかった六人の息子たちの
活躍とその母親たちについて考えます。

合人社ウェンディひと・まちプラ
ザ（まちづくり市民交流プラザ）北棟５
階研修室ＡＢ

100人（定員を超える場合は抽
選）

3,000 円

広島市内に在住か通勤・通学
の方

５月２日（月）から申込受付
開始。申込開始日以前は受付できません。
はがき（１人１枚）に①講座名②住所③氏
名（ふりがな）④電話番号を記載のうえ、
下記宛先へお送りください。
［宛先］（公財）広島市文化財団ひと・まち
ネットワーク部管理課
「リカレント講座（県立広島大）」係
〒730-0036 中区袋町６番 36号

５月31日（火）【必着】
（公財）広島市文化財団ひと・

まちネットワーク部管理課事業係
☎ 082-541-5335

劇団ｅｎ塾桜前線プロジェクト日
本公演 2016
「時代検証アプリ192～伊國～」

日本語ミュージカルを作り演じ歌うイン
ドネシアの大学生たちが今年もやってきま
す。日本中を感動の渦に巻き込む劇団en
塾の舞台を決して見逃さないでください。

４月２日（土）午後４時開演（午
後３時開場）

ＪＭＳアステールプラザ中ホー
ル（広島市中区加古町４番17号）

大人 2,000 円／中～大学生
1,500 円／小学生 1,000 円
※未就学児の入場はご遠慮いただいてお
ります。

TEL：080-7930-0121

hiroshima@enjukuindonesia.com

三滝少年自然の家からのお知らせ

① ガイドと歩く宗
そう
箇
こ
山
やま
のんびり散策

専門的な講師を招いて自然環境を活
用した研修を行い、自然体験活動につ
いての知識・理解を深めるとともに、野
外活動プログラムを体験しながら意欲関
心を高めます。

４月23日（土）午前 10 時から
自然散策など
15人

生涯学習 リカレント講座
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講座名 英語を愉しむための５章

日時
5/27、6/3、6/10、6/17、6/24

金曜（全５回）18:00 ～19:30

対象・定員 高校生・大学生・社会人 50人

受講料 無料

申込開始日 ４月15日

安
田
女
子
大
学

講座名 臨床心理学から見る人間関係

日時
６/4,6/11,6/18,6/25

土曜（全４回）13:00 ～14:30

対象・定員 高校生・大学生・社会人60人

受講料 無料

申込開始日 ５月２日

日
本
赤
十
字
広
島
看
護
大
学

講座名 今だからこそ人道を考えよう

日時
６/9,6/16,6/23,6/30

木曜（全４回）　18:00 ～19:30

対象・定員 社会人　50人

受講料 無料

申込開始日 ５月２日

１
回

日程 ７月５日（火） 18：00 ～ 20：00

テーマ 元就の継室と六人の息子たち

講師 秋山 伸隆（県立広島大学教授）

２
回

日程 ７月12日（火） 18：00 ～ 20：00

テーマ 四男元清

講師 秋山 伸隆（県立広島大学教授）

３
回

日程 ７月19日（火） 18：00 ～ 20：00

テーマ 五男元秋と六男元倶

講師 秋山 伸隆（県立広島大学教授）

４
回

日程 ７月26日（火） 18：00 ～ 20：00

テーマ 七男元政

講師 秋山 伸隆（県立広島大学教授）

５
回

日程 ８月２日（火） 18：00 ～ 20：00

テーマ 八男元康

講師 光成 準治（鈴峯女子短期大学非常勤講師）

６
回

日程 ８月９日（火） 18：00 ～ 20：00

テーマ 九男元総（秀包）

講師 光成 準治（鈴峯女子短期大学非常勤講師）

［シティカレッジ］ ［リカレント講座］

▲自然散策の様子

▲野外炊飯の様子

▲キャンプファイアの様子

▲カヌー漕艇の様子

▲似島遺構巡りの様子



受付期間

「プラザ主催事業のご案内」に
関する申込・お問合せは・・・

〒730-0036
広島市中区袋町6番36号
☎082-545-3911
5082-545-3838

合人社ウェンディひと・まちプラザ
（まちづくり市民交流プラザ）

1413

所定の申請書に必要事項を
ご記入のうえ、下記お問い合わせ先に
提出してください。
※詳細は下記ホームページをご覧ください。

６月１日（水）～30日（木）
※受付時間月～金（祝日を除く）の午前
９時～午後５時

公益財団法人広島市文化
財団事業課
〒730-0812 広島市中区加古町４-17
☎ 082-244-0750 5082-245-0246

http: //www.cf .city.hiroshima .jp/
bunka/

楽し人（タノシビト）のためのあそ
びCafe

毎月第３土曜日に気軽にお茶をのみな
がら相談員のみなさんによる余暇を楽し
むための話と余暇についての個別相談や
「余暇診断シート」を使ったアドバイスを
受けることができます。

４月16日（土）、５月21日（土）、
６月18日（土）、７月16日（土）いずれ
も午後２時～３時半
※受付開始は午後１時半～

合人社ウェンディひと・まちプラ
ザ（まちづくり市民交流プラザ）南棟１階
ロビー

広島県余暇プランナー協会会員

各種パソコン講座

エクセル、画像編集など（全４講座）
往復はがきまたはファクスで

講座名・住所・氏名（ふりがな）・電話
番号（ファクスでお申込みの方はファクス
番号）を記入のうえ申込期間内に合人社
ウェンディひと・まちプラザ（まちづくり
市民交流プラザ）へお申込みください。
②④の講座は、託児があります。託児（１
歳半以上の未就学児）を希望の場合は
子どもの年齢を記入ください。

各講座 38人（申込多数の場合
は抽選）

合人社ウェンディひと・まちプラ
ザ（まちづくり市民交流プラザ）北棟６
階マルチメディア実習室

パソコンサロン

初めてパソコンに触れる方や基本的な
パソコン操作に自信のない方を対象にパ
ソコンを無料開放します。会場にはボラ
ンティアがいますので、気軽におたずね
ください。

原則、偶数月の日曜日
午後１時半～４時半

無料
不要

※パソコンの開放台数は 20 台
※パソコンの持込みはご遠慮ください。

合人社ウェンディひと・まちプラ
ザ（まちづくり市民交流プラザ）北棟６
階マルチメディア実習室

平成 28年度共催団体募集！
【市民活動団体等成果発表事業】

皆さんの日頃の活動成果を、まちづ
くり市民交流プラザとの共催事業として
PRしてみませんか？
展示、上映、講演会など、表現方法
は工夫次第です。団体のPRや会員の
募集などにお役立てください。

平成28年度中に終了すること
合人社ウェンディひと・まち

プラザ（まちづくり市民交流プラザ）研修
室、ギャラリー、マルチメディアスタジオ
など

原則として、広島市内を主な
活動場所とし、まちづくりや生涯学習、
ボランティアなどの活動に関わる市民団
体、NPO団体等（個人での活動、営利
団体、特定の政治や宗教にかかわる団
体は除く）

次の条件のすべてを満たす
事業であること
①生涯学習及びまちづくり等の振興に
寄与し、プラザの施設及び付属設備を
活用して団体等が主体的に企画・実施す
る事業②先進性、モデル性がある事業
③公益性がある事業④複数の団体や企
業、行政機関等と連携して実施する事
業⑤予算を含む事業計画に無理がない
事業⑥活動の成果発表のための事業

所定の申請書に必要事項を
記入のうえ、団体の概要がわかる資料、
事業計画書・事業予算書等（様式自由）
を添えて、プラザまで来館によりお申し
込みください。
※１団体につき１事業。
※審査のうえ、共催事業として開催でき
ない場合もあります。

メールマガジンのお知らせ

プラザでは、「ひろしま情報ａ-ネット」
によるメールマガジンでプラザ事業等の
最新情報を発信しています。「ひろしま
情報ａ-ネット」は、市民活動・生涯学
習を支援する総合ポータルサイトです。
メールマガジンによる情報提供をご希
望の方は下記ＵＲＬよりご登録ください。

http://www.a-net.shimin.city.
hiroshima.jp/

② 海の日オープンデー
海水プールを無料開放。家族や友達、

みんなで遊びに来よう！申込不要でどな
たでも参加できます。

７月17日（日）午前９時～午
後３時

海水プール遊び、クラフト、ゲー
ムコーナー、バウムクーヘン作り体験コー
ナー、軽食販売（数量限定）など

似島地区コミュニティ交流協議
会ほか

※①②共通項目
広島市似島臨海少年自然の家
広島市似島臨海少年自然

の家
〒734-0017 広島市南区似島町字東大谷
182 番地
☎ 082-259-2766  5082-259-2767

（公財）社会貢献支援財団
社会貢献者表彰推薦募集

国の内外を問わず、社会と人間の安寧
と幸福のために貢献し、顕著な功績を挙
げられながら、社会的に報われることの
少なかった人々を表彰させていただき、
その功績に報い感謝することを通じてよ
りよい社会づくりに資することを目的とし
ています。

【社会貢献の功績】①精神的、
肉体的な著しい労苦、危険、劣悪な状
況に耐え、他に尽くされた功績②困難な
状況の中で黙 と々努力し、社会と人間の
安寧、幸福のために尽くされた功績③先
駆性、独自性、模範性などを備えた活
動により、社会に尽くされた功績④海、
山、川などの自然環境や絶滅危惧種な
どの希少動物の保護に尽くされた功績※
補足：社会貢献の功績は、日本国内で
の日本人並びに外国籍の方、海外での日

本人による活動など、広い活動を対象と
します。【人命救助の功績】①海難、水
難、交通事故、遭難等に際し、身命の
危険を冒して救助、救援に尽くされた功
績②犯罪等の発生に際し、身命の危険
を冒してその解決に協力された功績③災
害、事故、犯罪の発生を未然に防いだ
功績【その他】以上の功労に準ずる顕
著な功績

①候補者には、年齢・
職業・性別・信条・国籍などの制限はあ
りません。②候補者は、同種の功績によ
り当財団の「社会貢献者表彰」を受賞さ
れてない方とします。③候補となった功
績と同一または同種の功績により、既に
国の栄典（叙勲、褒賞）または大臣表
彰等を受賞されている方は、選考の際、
後順位とします。④「人命救助の功績」
については、原則として、平成 27年１月
１日以降の功績を対象とし、この功績の
場合のみ、当該行為により亡くなられた
方を含みます。

当財団Webサイトの送信
フォームもしくは推薦書を郵送

４月30日（土）【消印有効】

公益財団法人社会貢献支援財団事業部
（池田・飯田）
〒105-0003 東京都港区西新橋 1-18-6
クロスオフィス内幸町 801
☎ 03-3502-0910 503-3502-7190

http://www.fesco.or.jp

平成 28年度
第９回「神楽ふれあい青少年育成
体験教室」第９期生募集

日本古来から伝わる神楽を通じて、
礼儀作法の大切さや人との連帯心、礼
節を学びながら郷土芸能の神楽を継承
する子どもたちの育成を図っています。
第１期～第８期生の子どもたち 600 余名
（70 校以上）が一生懸命稽古に励んで、
体験してきました。
一人ではできない演目「塵倫」を少年

少女神楽団ヒロシマ夢の団員第９期生と
して体験しませんか。

神楽の大好きな小学校１年生
～中学校３年生

無料
平成 28 年４月１日（金）～

平成 29 年３月31日（金）

神楽ふれあい実行委員会
ヒロシマ
〒 730-0805 広島市中区十日市町二丁
目６番 23 号玉国ビル１Ｆビューティーイ
トー内
☎ 082-293-1471 5082-293-1471

（公財）広島市文化財団
平成28年度下期文化活動助成事業

市民の皆さんの自主的な文化活動の
促進を図るため、団体または個人の文化
活動の成果を発表する事業に要する経
費の一部を助成します。

①文化活動の場が主として
広島市内にあること②個人、または団体
の構成員の５割以上が広島市内に居住
または通勤・通学していること③団体の
所在地、または連絡先が広島市内にあ
ること④目的、組織、代表者等団体の
運営に必要な事項についての定めがある
こと⑤国、地方公共団体および企業等
が資本金、基本金その他これらに準ずる
ものを出資した法人でないこと⑥非営利
団体であること（講師が受講料を募り受
講料・会費を徴収する教室等は助成対
象外）

音楽、美術、演劇、民
俗芸能などの文化活動を行っている団体
または個人が行う日ごろの活動の成果を
発表する事業（出版物の発行は除く）で
次に掲げる要件に該当するもの①事業
が広島市内で開催され、広く市民に公開
されること②非営利の事業であること③
政治または宗教活動と関わりのない事業
であること

平成 28年10月１日～平成 29年３月31日
助成の対象となる経費の２分

の１以内で１件の助成額が 20万円以内

募 集

助 成

対　象

候補者について

応募方法

応募締切
問合せ・推薦書類請求

URL

日　時

URL

日　時

参加費
申　込

場　所

相談員

場　所

定　員

場　所

申込方法

申込方法

実施条件

団体条件

実施時期
実施場所

対象団体

対　象

参加費
募集期間

申込・問合せ

対象となる事業

対象事業の実施期間

助成金額

URL

応募方法

受付期間

申込・問合せ

開催場所
申込・問合せ

共　催

内　容

日　時

講 座 名 ❶Jimdoでホームページ作成講座

日 時 ５月13日～６月３日
金曜（全４回）　19:00～21:00

対 象 メールアドレスがあり、送受信が可能で、PCの基
本操作ができる方

受 講 料 4,500円（テキスト代込み）

受付期間 ４月１日～５月１日（必着）

講 座 名 ❷グーグル活用 ～グーグルをもっと便利
につかいこなそう～

日 時 ５月15日～５月29日
日曜（全３回）13:30～15:30

対 象 文字入力及びマウス操作ができる方

受 講 料 3,500円（テキスト代込み）

受付期間 ４月１日～５月５日（必着）

講 座 名 ❸無料の画像編集ソフトGIMP基礎講座

日 時 ７月１日～７月22日
金曜（全４回）19:00～21:00

対 象 文字入力・パソコンの基本操作ができる方

受 講 料 4,500円（テキスト代込み）

受付期間 ５月15日～６月22日（必着）

講 座 名 ❹エクセル2013実用講座

日 時 ７月３日・７月10日・７月24日
日曜（全３回）13:30～15:30

対 象 エクセルで表計算のできる方

受 講 料 3,500円（テキスト代込み）

受付期間 ５月15日～６月22日（必着）

［パソコン講座］

▲稽古の様子

▲海水プールの様子






