
紙芝居「にーほっほ」は、平成26年度仁保公
民館で開催された、ボランティア育成講座「かん
たん紙芝居講座」の受講生が結成した紙芝居
のグループで、今年で結成３年目になります。オ
リジナルの紙芝居を作成して地域の福祉施設、
小学校、公民館、町内会等で積極的に上演し
ています。
紙芝居はお年寄りには懐かしく、子どもたちに

は新鮮でわかりやすいと評判です。絵を抜くタイ
ミングに、語り手の表現力が加わり絵本とはまた、
一味ちがった楽しさがあります。紙芝居を広げ
るとお年寄りも子どもたちも、じーっと静かに目を
こらし耳を傾けてくれます。見てくださる皆さんを
もっとわくわくさせよう、驚かそう、楽しんでもらお
うと思うと色々なアイデアが出てきて、さらなる活
動意欲がわいてきます。
私たちの紙芝居を一度見に来てください。声

をかけてもらえば伺うこともできます。
また、紙芝居に興味のある方、私たちと一緒に
活動しませんか？ 気の合う仲間が集まりましたの
で和気あいあいと活動していますよ。お待ちして
います！
定例活動日は、毎月第３金曜日午後３時から

５時（紙芝居定例会）です。

「親子で楽しむ おはなした☆ん☆と」は、乳
幼児に向けての絵本の読み聞かせを青崎公民
館において、およそ月に１回のペースで行ってい
ます。おはなし会の１週間前にはメンバーで集ま
り、情報交換をしながら季節や年齢に合った絵
本を選びます。わらべうたや手遊びもみんなで
練習し、室内の飾りつけも工夫をしています。絵
本の読み聞かせだけでなく、幼い子どもを囲ん
で肩を寄せ合い子育て談議や地域情報などで
子育て中のお母さんたちと盛り上がることもあり
ます。絵本に癒され、三世代の触れ合いで大い
に心温まり、かわいい子どもの姿にみんなが笑

顔と元気をもらう貴重なひとときとなっています。
また、１年間の活動の中で読んだ絵本を１冊
のリストにまとめており、子育て中の保護者の方
に広くお配りして喜ばれています。このリストも、
平成29年には10冊目が発行される予定です。
今年度の青崎公民館まつりでは、メンバーおす
すめの絵本に投票してもらいました。
絵本を通して地域の子育てに関わり続ける

「おはなした☆ん☆と」に興味をもたれた方はぜ
ひ青崎公民館にお越しください。活動日は、第１
月曜日10時半から11時半です（５・11・１月を除く）。

毎週土曜日午前10時から正午まで鼓笛練習
やレクリエーションを行っています。その他に、研
修や県外での活動もあります。
鼓笛練習では皆の気持ちが一つにならなけ

れば良い演奏ができないことを学び、曲を作り上
げる共通の目的をもつことで協調性を高めてい
きます。レクリエーションではオリジナルゲームな
どをすることでルールを守ることの大切さを感じ
楽しい時間を共有するための知恵を身につけま
す。こういった活動を重ねることで厳しいはずの
訓練や研修も失敗を恐れずチャレンジできるよう
になります。
広島市防災センターでの研修や県外の全国
消防クラブ交流会（防災訓練）＆競技大会に参
加。徳島県や宮城県では、消防機具を使ったリ
レーや障害物競争にも参加し大健闘しています。
交流会では広島から参加する意義（安心安全
そして平和を祈る）を伝え、これからも地域に根
付いた活動を続けていきます。
鼓笛演奏は毎年、年初めに広島市消防出初

め式にマーチング演奏や行進で参加することか
らスタート。９月れんこん祭・10月公民館祭り・11
月南区子ども文化祭・12月国際交流クリスマス
会・３月子ども天国などで３曲～７曲の演奏をし
ています。活動内容は多岐にわたりますが一つ
一つが子ども達の可能性を引き出し自助共助の
意識が自然に身に付くような育成指導を目指し
ています。

朗読の会「さゆり会」は平成19年夏、公民館
主催事業として開催された絵本の読み聞かせ
講座の受講生が中心となって、グループを結成
し、今年で10年を迎えます。

月に２回の定例会では、年に数回講師を招い
て、講義を受け、課題文の朗読、発声やアクセ
ントなど、朗読に必要な学習、また活動の報告、
情報交換、本の紹介などを行っています。
本が好きで、声を出して読む楽しさに喜びを感

じているメンバーが集まって、楽しい時間を過ご
しています。文芸作品、絵本や詩、紙芝居など
あらゆる分野の作品に取り組んでいますが、声を
出して楽しく読むこと、また聞いてくださる方に作
者の思いが届くような朗読を心がけています。
現在はボランティア活動で近隣の小学校、児
童館、高齢者施設などで、読み聞かせ、お話
会を行っています。
朗読には何も道具はいりません。あなたの自
然な声で、私たちと一緒に楽しい時間を過ごし
ませんか。
定例会は、第１土曜日午前９時半から正午、
第２水曜日午後１時半から３時半です。

平成19年に宇品の歴史や自然が好きな方た
ちが集まって発足し、毎月１回程度宇品の歴史
に関わる勉強会を行っています。
活動の主な内容は、宇品地域を中心に「まち
歩き」を通じての宇品の史跡紹介、講師をお招
きして宇品の歴史にまつわる講演会を行ってい
ます。
宇品の街は明治の時代に広島県令（知事）
千田貞暁によってできた比較的新しい街ですが、
明治22年に宇品港（現在の広島港）という立派
な港が完成したことから、日清戦争から太平洋
戦争まで戦争との関わりも深く、幾つかの史跡
が残されています。
また、宇品出身に1930～40年代に活躍した
広島県唯一の横綱、安芸ノ海がいます。69連
勝中の横綱双葉山を倒し、一躍有名になりまし
た。現在、「安芸ノ海物語」として紙芝居を制作
中です。
宇品の歴史と自然を愛する「好きです、宇品」

ファンになって、一緒に活動してみませんか。

坪島 遊、畠山 優子レポーター ひろ記者選手自らが教えてくれるバスケット観戦の極意！！

私の専門はジェンダー学ではありませんが、男女共同参画や性別による

差別について授業で話をすることがあります。最近の学生さんには、「自分

はこれまで生きてきて男女差別を感じたことはない」という感想を述べてくれ

る人たちが少なくはありません。大学までは性による差別や役割分担を感じ

ずにやってきた彼女ら彼らが、いつまでそのような認識を持っていられるの

か、卒業後の環境はさまざまだと思いますが、多くの人は社会では学生時

代とは違った経験をするかもしれません。

世界経済フォーラムの2016年版「ジェンダー・ギャップ指数」で、日本は調

査対象144カ国のうち111位だったと報道されて、がっかりした人も多かった

と思います。しかし、30年前に比べたら、日本はずいぶんと変わったのでは

ないでしょうか。1985年に男女雇用機会均等法ができる前に多くの企業に

よって行われていた男女によるコース別採用は、今はありません。2015年の

男性の育児休業取得率は2.65％とお世辞にも高いとは言えないものの、イク

メンやイクボスという言葉が市民権を得ていることは大きな評価に値します。

20年前には男性が育児のために勤務を休むのは論外だという風潮だった

のです。そう考えると、歩みは遅くとも確実に社会は変化しています。

現在の女性の活躍促進は、少子高齢化による労働者不足を補う一つの

現実的な方法として、政府主導で進められている面があります。私の職場

である大学に関係することであれば、2011年の第４期科学技術基本計画

の中で、「科学技術を担う人材の育成」のために、「女性研究者の活躍の

促進」がうたわれ、自然科学系で女性研究者の採用割合を25％とするとい

う数値目標が掲げられています。そのために、理系分野での女性限定公

募を行うなどの努力をするところも多くあります。

しかし、一般的に多くの教員は、男女を問わずそのような施策に積極的

とは言えません。そして、それは大学の中だけではなく、社会全般に言える

ことなのではないかと思います。市民レベルでの意識改革がもっと必要で

しょう。女性の採用という面だけではありません。たとえば、学童期の子ども

のPTAの会合に出席するために欠勤する男性社員を上司が評価し、周り

の同僚も当然のことと受け止めるような職場の雰囲気づくりを進める。女性

が輝ける社会は、男性にとっても生きやすい社会であるべきです。そして、

社会の一つ一つの場をつくっていくのは、法律や政策ではなく、そこにいる

人たちにほかなりません。

Profile
広島大学大学院 社会科学研究科
中坂 恵美子 教授
■専門領域：国際法、国際人権法

市民の意識で社会をもっと変えよう
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☎082-281-1831
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☎082-281-3792
☎082-254-6731
☎082-253-2529

グループへのお問合せについては、
各公民館へお願いします。

1996年広島大学総合科学部講師として赴任、2011年から社会科学
研究科教授。2013年～2015年に同大学の男女共同参画推進室長・
副理事（男女共同参画担）、2016年～女性研究活動委員会委員長と
して、主に女性研究者の支援活動を行う。研究では、移民や難民など人
の移動に関する問題を中心に扱っている。

「ひろ記者」とは、市民自らが地域のまちづくり活動やイベントなどを
取材し発信していく、広島の市民レポーターです。

http://www.city.hiroshima.lg.jp/hirokisha/

男子プロバスケット界は、新リーグ『B.LEAGUE（Bリーグ）』となり、さらな
る盛り上がりを見せている。広島にも、『広島ドラゴンフライズ』というチーム
が熱い戦いを繰り広げる。いよいよリーグも終盤、１戦１戦がより大事になる
この時期、広島市民で会場を盛り上げたい。しかし、初めて会場へ足を踏み
入れるのは勇気がいる。
そこで、選手の方々に自らの
バスケット観戦の極意を尋ねまし
た。その極意で皆さんを初観戦
へエスコートします！！　エスコートし
てくれる選手は仲摩匠平選手、
田中成也選手、鵤誠司選手。
Q1 ドラゴンフライズのチームの魅力は？
仲摩：個性が強く、キャラクターの濃い個々の選手を佐古監督がまとめて、
魅力あるチームになっているところです。鵤選手の髪の色からして濃い選
手がいることは分かりますよね。

Q2 バスケットの試合を生で観戦する魅力は？
田中：距離が近いことです。2階席でも選手を近いと感じられると思います。
仲摩：箱（会場が屋内）なので、照明・音楽などの演出が他のスポーツとは
違います。会場が一体となる割れんばかりの応援、地響きがするぐらいの
応援を、選手としても味わいますが、いつも感動しています。選手も観客
も含めた会場の一体感を味わえるのが魅力です。
Q3 「24秒ルール」という24秒以内に攻めないと攻守が入れ替わってし
まうルールがありますよね。どんなことを考えているのでしょうか？
鵤：指示を出すのは僕のポジション（ポイントガード）ですから、僕が考えるこ
とが多いです。相手チームの動きを見たり、僕らのチームはリズムを大切
にしているので、試合の流れを掴めるように緩急を混ぜた攻撃を考えます。

Q4 チームの中でオススメの選手は？
鵤：小林大起選手です。努力家で通訳も兼任し
ながら選手としても活躍しています。
田中：明るくて、いじられ役でチームのムードメー
カーです。
仲摩：北川弘選手ですね。明るくて、彼がいると
チームが盛り上がります。

Q5 最後にこれから観戦する人へ
バスケットのルールがわからない、バスケットに

あまり興味がないという人でも１度、試合会場へ
来て、試合の展開、照明、音響、応援の熱気な
どを味わえば、バスケットの面白さが伝わると思い
ますので準備をしなくても、来れば大丈夫です。
お待ちしております。

なか ましょうへい

いかるがせいじた なか やせい

さ こ

こばやし だいき

きたがわひろむ

▲田中選手(左)、鵤選手（中央）、仲摩選手（右）

▲試合の様子

［場所］広島サンプラザホール（西区商工センター3丁目1番1号）
8日（土） 午後2時開始 vs  鹿児島レブナイズ
9日（日） 午後1時半開始 vs  鹿児島レブナイズ　
22日（土） 午後2時開始 vs  香川ファイブアローズ
23日（日） 午後1時半開始 vs  香川ファイブアローズ

【4月のドラゴンフライズの試合】

082-297-6825 午前10時～午後8時（年中無休）
大人2,100円（2階自由席）～、子ども1,000円～チケットの問い合わせ

らしっくレポートひろ記者が行く

らしっくコラム
Rashikku column

公民館へ
〜南区内公民館〜

ようこそ！

地域のみなさんの学習活動を応援する最も
身近な施設「公民館」でまちづくりに関する
活動をしているグループをご紹介します。
今号は、南区内公民館で活動しているみな
さんです。

今回は、「広島ドラゴンフライズ」を取材して
バスケット観戦の魅力に迫りました。
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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13日（土）～14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、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（土）～４月15
日（土）【必着】

③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24日（土）～25日（日）
野外炊飯、星空観察、クラフトなど
42人
小学校４年生～６年生

※保険料・食費・薪代などの参加費が
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。

５月１日（月）～５月15
日（月）【必着】

※①②③共通項目

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

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 23日（日）午前の部：午
前 10 時半～正午／午後の部：午後１時
50 分～３時 20 分

海水プールでのカヌー基礎漕
艇、応用漕艇ほか

各部 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（水）～４月
22日（土）【先着順】

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16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

ひと・まち広島未来づくりファンド
Ｈ㎡（ふむふむ）

第 14 回助成事業成果発表会＆第 15
回助成事業公開審査会
市民のみなさんの自主的なまちづくり
活動を助成する基金Ｈ㎡（ふむふむ）。
広島の未来をつくる魅力あふれる活動の
成果発表やこれから新たに取り組もうと
している提案事業の審査を行います。

５月13日（土）成果発表会：
午前 10 時～正午、公開審査会：午後１
時～５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）北棟４階
ギャラリー

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（来所の場合は午前９時半か
ら）。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
「毛利元就周辺の群像」

毛利家中で元就を支えた家臣や女性、
元就が信仰した厳島神社の神官など、
元就がその生涯を通じて深い交わりを
持ったさまざまな立場の人々が果たした
役割を明らかにしていきます。

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
平成 29 年５月１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（水）【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

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22日（土）
自然散策など
15人
15 歳以上（中学生を除く）
無料
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。住所、名前、性別、年齢、郵便番号、
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（土）～４月15
日（土）【先着順】

広
島
女
学
院
大
学

講座名 健やかに生きるための食

日時
5/12・5/19・5/26・6/9・6/16

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3日

広
島
文
化
学
園
大
学

講座名 幸せになるための家族支援

日時
5/20・5/27

土曜（全４回）10:00～11:30、13:00～14:30

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3日

安
田
女
子
大
学

講座名 臨床心理学から見る人間関係
―その２―

日時
6/3・6/10・6/17・7/1

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1日

［シティカレッジ］

日
本
赤
十
字
広
島
看
護
大
学

講座名 ライフサイクルノートを描きながら
自分の生きてきた証を辿ろう

日時
7/6・7/13・7/20・7/27

木曜（全４回）17:30 ～19:00

対象・定員 社会人 50人

受講料 無料

申込開始日 6月1日

広
島
文
教
女
子
大
学

講座名 心理学における対人支援と“多様性 ”

日時
8/26・9/2・9/9・9/16　

土曜（全４回）10:00 ～11:30

対象・定員 社会人60人

受講料 無料

申込開始日 7月3日

１
回

日時 7月4日（火）18:00 ～ 20:00

テーマ 志道広良と井上元兼

講師 秋山 伸隆（県立広島大学 教授）

２
回

日時 7月11日（火）18:00 ～ 20:00

テーマ 棚守房顕

講師 大知 徳子（県立広島大学 助教）

３
回

日時 7月18日（火）18:00 ～ 20:00

テーマ 児玉就忠と赤川元保

講師 秋山 伸隆（県立広島大学 教授）

４
回

日時 7月25日（火）18:00 ～ 20:00

テーマ 大庭賢兼

講師 西本 寮子（県立広島大学 教授）

５
回

日時 8月1日（火）18:00 ～ 20:00

テーマ 継室小幡氏（中の丸）

講師 五條 小枝子（県立広島大学 准教授）

６
回

日時 8月 8日（火）18:00 ～ 20:00

テーマ 平佐就之と林就長

講師 秋山 伸隆（県立広島大学 教授）

［リカレント講座］
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日　時
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対　象
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申込受付期間
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内　容
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開催場所
日　時

内　容

共　催

開催場所
申込・問合せ

申込・問合せ

申込・問合せ

▲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

▲海水プールの様子

日　時

場　所

▲自然散策の様子



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

パソコンサロン

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 ICTボランティアがいますの
で、分らないことがあれば、お気軽にお
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 29 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Ｐ
Ｒ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29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

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。

平成 29 年度「まちづくり市民交
流フェスタ」開催日決定！

市民活動や生涯学習活動などに取り
組んでいる団体・グループやまちづくりボ
ランティア人材バンクの登録者の活動紹
介・成果発表の場として「まちづくり市
民交流フェスタ」を平成 29 年 10月14日
（土）・15日（日）に開催します。
これに先立ち、フェスタに参加する団
体・グループを６月より募集します。フェ
スタに参加して、自分たちの活動のPR
し、他の団体・グループとのネットワーク
をひろげてみませんか。
※参加団体募集開始時期は現時点での
予定であり、変更する可能性がありま
すのでご了承ください。
※詳細については、決定次第当プラザ
ホームページにて公開します。
※平成 28 年度開催の様子はプラザ通信
（裏表紙）をご覧ください。

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最新の情報を発
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/

（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

ユニセフ・パネル展 アグネス大使
グアテマラ訪問「見えない脅威と
闘う、“最初の1000日 ”」

グアテマラは栄養不良による発育阻害
が課題です。アグネス・チャン大使が取
材した、胎児期から２歳までの1000日
の栄養改善の取り組みを紹介します。

５月10日（水）～ 24日（水）
午前９時半～午後 10 時（ただし、15日
（月）を除く。10日（水）は午前 11時か
ら、24日（水）は午後３時まで）

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（中区袋町６-36）

無料
広島県ユニセフ協会

☎ 082-231-8855

平成 29 年度初心にもどり
第10 回「神楽ふれあい青少年育
成体験教室」第1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。
一人ではできない神楽の夢を少女少年

神楽団ヒロシマ夢の団員第１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 29 年４月１日（土）～

平成 30 年１月31日（水）
往復はがきに①氏名（ふりが

な）②学年と年齢③学校名④住所⑤電
話番号⑥参加動機を記載のうえ、下記
申込先へお送りください。

神楽ふれあい実行委員会
ヒロシマ事務局
〒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
☎ 082-293-1480  5082-293-1471

（公財）広島市文化財団
平成29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
の構成員及び、出演者・出品者の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 29年10月１日～平成30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
所定の申請書に必要事項を

ご記入のうえ、右記お問い合わせ先に
提出してください。
※詳細は右記ホームページをご覧ください。

６月１日（木）～30日（金）
※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15日（土）、５月20日（土）、
６月17日（土）、７月15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

平成 29 年度各種パソコン講座

エクセル、ワードなど（全 10 講座）
往復はがき、ファクスまたは

メール（m-plaza@cf.city.hiroshima.jp）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。①③～
⑥⑧⑩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

講 座 名 ①グーグルアプリ活用法

日 時 5/14、5/21、5/28
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 3月15日～5月5日（必着）

講 座 名 ②Jimdoでホームページ作成講座

日 時 5/26、6/2、6/9、6/16
金曜（全4回）19:00～21:00

対 象 メールアドレスを持ち、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15日（必着）

講 座 名 ③楽しい！ 3D描画ソフトSketchUp

日 時 7/2、7/9、7/23、7/30
日曜（全4回）13:30～15:30

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1日～6月21日（必着）

講 座 名 ④暮らしに活かすエクセル講座

日 時 9/7、9/21、10/5、10/19、11/9、11/16
木曜（全6回）10:00～12:00

対 象 文字入力・パソコンの基本操作ができる方

受 講 料 7,000円（テキスト代込み）

受付期間 7月1日～8月25日（必着）

講 座 名 ⑤暮らしに活かすワードの講座

日 時 9/7、9/21、10/5、10/19、11/9、11/16
木曜（全6回）13:30～15:30

対 象 文字入力・パソコンの基本操作ができる方

受 講 料 7,000円（テキスト代込み）

受付期間 7月1日～8月25日（必着）

講 座 名 ⑥デジカメ写真の活用講座

日 時 9/8、9/22、10/6、10/20、11/10、11/17
金曜（全8回）10:00～12:00

対 象 文字入力・パソコンの基本操作ができる方

受 講 料 7,000円（テキスト代込み）

受付期間 7月1日～8月25日（必着）

講 座 名 ⑦Excel マクロ（VBA）の基礎知識

日 時 9/15、9/22、9/29、10/6、10/20、10/27
金曜（全6回）19:00～21:00

対 象 Excelの基礎を理解できている方

受 講 料 6,500円（テキスト代込み）

受付期間 7月15日～9月1日（必着）

講 座 名 ⑧エクセル2013入門・基礎編

日 時 平成30年1/7、1/14、1/21、1/28
日曜（全4回）13:30～15:30

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 11月1日～12月24日（必着）

講 座 名 ⑨はじめてのAccess

日 時 平成30年1/26、2/2、2/9、2/16、2/23、3/2、
3/9、3/16　金曜（全8回）19:00～21:00

対 象 Excelの基本操作を理解できている方

受 講 料 8,500円（テキスト代込み）

受付期間 12月1日～平成30年1月16日（必着）

講 座 名 ⑩エクセル2013実践

日 時 平成30年3/4、3/11、3/18、3/25
日曜（全4回）13:30～15:30

対 象 エクセル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 平成30年1月15日～2月23日（必着）

［パソコン講座］

実施時期
実施場所

団体条件

実施条件

申込方法

URL

応募方法

受付期間

申込・問合せ

URL

助成金額

対象事業の実施機関

助 成

募 集

対象団体

対象となる事業

問合せ

定　員

場　所

申込方法

相談員

日　時

場　所

入場料

申込・問合せ

募集期間

申込方法

対　象

参加費

日　時

申　込

場　所

参加費

問合せ

日　時

場　所

▲稽古の様子



プラザ通信
まちづくり・生涯学習情報誌

自分らしく、

粋なくらし

「らしっく『情報の森』」に載せてほしい！という、イベントなどの記事を募集しています。
次号は、「7月下旬発行予定」です。8月以降の情報をお待ちしています。
下記の合人社ウェンディひと・まちプラザまでお送りください。［5月末日必着］

〒730-0036  広島市中区袋町6-36
TEL：082（545）3911（代表）
TEL：082（545）3913（施設予約受付専用）
FAX：082（545）3838

●開館時間
午前9時30分～午後10時
●休館日
毎月第3月曜日、12月29日～ 1月3日
●交通アクセス
市内電車：「袋町」電停から徒歩約3分
バス：「袋町」バス停（広島電鉄・広島バス）
から徒歩約3分
アストラムライン：「本通駅」から徒歩約6分

※駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用
　ください。ただし、車いす使用者等にご利用いただく
　駐車場は3台分用意しています。

※自転車・バイクの方は、地下の公共駐輪場（有料）を
　ご利用ください。

●ホームページ
http://www.cf.city.hiroshima.jp/m-plaza/

●ひろしま情報a-ネット
http://www.a-net.shimin.city.hiroshima.jp/

●E-mail
m-plaza@cf.city.hiroshima.jp

合人社ウェンディひと・まちプラザ（広島市まちづくり市民交流プラザ）

平成29年3月29日発行　発行者／公益財団法人広島市文化財団　まちづくり市民交流プラザ　〒730-0036　広島市中区袋町6-36 ※再生紙・植物油インクを使用しています。

第11回まちづくり市民交流フェスタ開催報告
平成28年11月19日（土）、20日（日）の両日、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）とその周辺を会場に、「まち
づくり市民交流フェスタ2016」を開催しました。
当日は、オープニングセレモニーでの「広島少年合唱隊」の子ども
たちによる素敵な合唱から始まり、華やかなステージ、飲食ができ
る屋外のバザー、参加団体の活動成果の展示や体験のコーナー、映
画の上映、大学生による体験コーナーなどが開催され、年齢性別を

問わず楽しめる2日間となりま
した。
また、今年度は「まちづくり

ボランティア人材バンク」の設
立20周年に当たることから、
人材バンクに登録する皆さま
で検討を重ねた記念事業「人
材バンク達人祭」や日本NPO
センター代表理事の早瀬昇氏
を招いての「まちづくりボラン
ティア人材バンク設立20周年
記念講演会＆パネルディス
カッション」を同時開催し、大
変好評をいただきました。

この「まちづくり市民交流フェスタ」は、広島市内近郊で市民活動
や生涯学習活動などに取り組んでいる団体・グループの皆さまが、日
頃の活動成果の発表や活動の
紹介、情報発信などを行うとと
もに、参加団体同士や来館さ
れる市民の皆さまと交流を深め、
活動の輪を広げていくことを目
的に開催しています。
フェスタ当日は、広島市内で

たくさんの行事やイベントが開
催されていましたが、5,160人も
の方々にご来場いただき、市民
活動や生涯学習活動、そして当
プラザを身近に知っていただく
最良の機会になりました。
今年度の「まちづくり市民交

流フェスタ」は終了しましたが、
4月以降、次のフェスタに向け
て動き始めます。詳細が決まり
ましたらこの「らしっく」誌上で
も情報を発信していきますので、
ぜひご覧ください。

合人社ウェンディ
ひと・まちプラザ

募集して
います！

▲フェスタ当日の様子 ▲「人材バンク達人祭」の様子

▲記念講演会＆パネルディスカッションの様子

本通交番

地域で活躍、輝く女性
CLOSE UP

▶H㎡助成支援団体のご紹介 ▶人材バンク 名人 宝人 達人 ▶ようこそ！公民館へ～南区内公民館～
▶らしっくレポート ひろ記者が行く・選手自らが教えてくれるバスケット観戦の極意！！
▶らしっくコラム・市民の意識で社会をもっと変えよう ▶情報の森 ▶プラザ通信

連載

ママだって子どもと一緒に趣味を満喫、地域活動にも参加
広島ママブラスpeace

女性がいきいきと暮らせる社会の実現のために
多角的な活動に取り組む

特定非営利活動法人ひろしま女性NPOセンター未来

女性の視点を大切に、おひとりさまを支える地域づくりを
高齢社会をよくする女性の会・広島

Vol.47
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土筆号

つくし／トクサ科の多年草。
スギナの胞子茎をいう。3月
ごろから日のあたる土手や畦
道に生える。筆のような形を
しているのでこの名がある。

広島市
青少年
センター




