
核家族等で孤立し、育児に大きな悩みを抱えている親子を支
援することで、悩みや不安を解消し、育児の楽しさを知り、安心
して子育てができる環境をめざして、平成28年10月に「子育て・
親育ち」は設立しました。
「平成20年頃に月2回開いていた、子どもと母親の集いが原点
となっています。毎回3～5組の親子と、保育士や助産師、家庭
科教諭等の有志で、乳児の抱き方や赤ちゃんの生活リズム、睡
眠の大切さなどを話したり、悩みに耳を傾けていました。活動を
続けるうちに健全保育の重要性を感じ、全国各地の先駆的な保
育に取り組んでいる保育園や幼稚園の見学にも出掛けて、より
良い形で集える場を作ることを模索していました」と代表を務める
隅田さちえさん。

子どもの成長過程に必要な五感と心を豊かに
現在は江波山のふもとの一軒家

を拠点に、週5日ボランティアを含め
6人のスタッフで、0歳児から2歳の
親子常時7組ほどをサポート。親子
で集まり、朝のリズム体操、さまざま
な遊び、散歩などをして、昼食、昼
寝までを過ごしています。通うため

の条件は特には設け
ず、一日単位での受
け入れも可能にして
いるそうです。
「はじめての親に
とって慣れない育児は、戸惑いと不安の連続。どうしたら良いの
か分からないという悩みは、切実な社会問題です。周囲に相談
できる人がいなければ、より不安になるものです。そんな親子の
ためにも、自然が残る江波山をフィールドにして、親と一緒に子ど
もたちの健やかな成長を支えていきたいと思っています。ただ家
の中で子育てをするのではなく、時には自然の中で過ごすこと
で、子どもの五感（見る・聞く・嗅ぐ・味わう・触る）がより発達し、
心も豊かになります。それは、子どもがひとりの人間として成長す
る過程で、とても大切な事なんです」と隅田さん。
今後は、スタッフと親による共同保育に常時寄り添うことで信

頼関係を築き、何でも相談してもらい、親子ごとの細かな支援な
ど活動を充実していきたいそうです。また地域との結びつきも深
めることで、小さな子どもたちへの支援はもちろんですが、小学
生の放課後支援にも取り組んでいきたいと考えています。子ども
たちに健やかに成長して欲しいと願う、隅田さんとスタッフの皆さ
んに、子どもに対する強い愛情を感じました。

▶会長　笠岡 愛さん

比治山の森を守り育てる会

子育て・親育ち

かさおか あい
平成30年5月12日（土）、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）にて、公益信託広島市まちづくり活動支援基金「ひと・まち広島
未来づくりファンドHm２（ふむふむ）」第16回助成事業の公開審査を行いました。
今回の助成事業には、20団体（団体育成助成部門2団体、まちづくり活動
発展助成部門18団体）からの応募がありました。
このうち、育成部門は書類選考で2団体を決定。発展部門は16団体が書類
審査を通過後、公開審査会に臨み、創意工夫を凝らしたプレゼンテーション
を行いました。
（審査結果は下表のとおりです。）
今年度は、16団体に総額3,182,000円（育成部門2団体98,000円、発展部門
14団体3,084,000円）が助成されました。今後は、11月の中間活動発表会、翌
年5月の成果発表会を開催します。どなたでもご覧いただけます。

5万円

4.8万円

9.8万円計 2団体

団　体　名 活動企画案内 助成金額
団体育成助成部門

ひと・まち広島未来づくりファンドH㎡（ふむふむ）は、市民・企業・行政等が力を
合わせて、市民のまちづくり活動を長期にわたり支え育てていくために設けられた
基金です。私たちの住む広島のまちをよりよくしていくために、できるだけ多くの
皆さまからの寄付をお願いします。
振 込 先
口座名義

広島銀行広島市役所支店／別段預金  No.3000017
公益信託広島市まちづくり活動支援基金寄付金受入口
専用の振込用紙をご使用いただければ、手数料はかかりません（ただし、広島銀行の
窓口からの振込に限ります）。広島銀行の振込用紙を使用、又は他の金融機関からの
振込の場合、手数料は自己負担となります。
※この公益信託への寄付に対して税の減免はございません。
※頂戴したご寄付は、毎月末日締めにて集計し、翌月の５日（休日の場合は翌営業日）に
基金へ寄付させていただきます。

寄 付 お 願 いの

（公財）広島市文化財団では、市民の皆さんの自
主的なまちづくり活動を支援し、市民、企業、行政
の協働によるまちづくりを推進するための仕組みづ
くりとして、公益信託による基金「ひと・まち広島未
来づくりファンドH㎡（ふむふむ）」を設けています。
この基金は、心豊かでいきいきとした市民社会づ
くりを目指すため、市民の皆さんの自主的なまちづ
くり活動に対する助成事業を行っており、助成先は、
学識経験者などで構成する運営委員会が公開審査
し、決定します。
これまでの助成団体や助成額等については、（公財）
広島市文化財団ひと・まちネットワーク部のホーム
ページでご覧いただけます。
また、基金では多くの皆様からの寄付をお願いして
います。

http://www.cf.city.hiroshima.jp/hitomachi/HP

Ｈ㎡
ひと・まち

広島未来づくり
ファンド

ふむふむ

基金の愛称『Ｈ㎡（ふむふむ）』とは…
【ひと（Hito）まち（Machi）広島（Hiroshima）未来づくり
（Miraizukuri）ファンド】の略で、頭文字（ＨＭＨＭ）をとって
“ふむふむ”と読みます。［ひと］と［まち］をつなぎ、［広島］
の［未来］を創造するファンドで、みんなが“ふむふむ”と納得
しながら共感が広がっていくまちづくりをイメージしています。

広島市内中心部で、数少ない自
然の残る場所でもある、南区の比
治山公園。この森を整備、保全し、
豊かな自然を次世代に残すことを
目的に、周辺に住む住民が中心と
なり、平成29年8月に「比治山の森
を守り育てる会」は発足しました。
「比治山のふもとで生まれ育った私にとって、比治山公園は昔
から遊び場のひとつでした。自分が母親となって久しぶりに訪れ
た時、昔と違い草木が生い茂り、あちこちにゴミが捨ててある光
景を目にして、何とか綺麗にしたい、子どもを安心して遊ばせた
い、そう思ったのがきっかけです」と会長の笠岡愛さん。
当初は同じ子育て世代10人でスタート。その後趣旨に賛同し

た人が集まり、会員は現在約80人。毎週、比治山公園周辺のゴ
ミ拾いなどの清掃活動をしている他、毎月一回、会員で集まり、
生い茂る樹木の伐採作業を行い、子どもたちが安心、安全に遊
べる環境づくりに取り組んでいます。

地域の宝を守り、魅力づくりに取り組む
「清掃活動を続ける中で近隣の方々から、まんが図書館や遊
具が整備された公園があるにも関わらず、近頃は比治山公園に

遊びに行く子どもが減っている、と言う声を耳にします。理由とし
ては、竹林が増え続けることで暗い森が生まれ、他の草木を枯
らすと同時に、地滑りなどの危険を保護者が懸念されているよう
です。そのような不安を少しでも取り除くことで、比治山公園で
遊ぶ子どもが増え、世代を超えた交流が生まれて欲しいという願
いもあります」。清掃活動を通じて、子どもたちに自然の大切さを
理解してもらうとともに、その姿を見ることで、ゴミ減少へと繋げ
ていく。さらに、大人が伐採した樹木を子どもが運ぶなど、親子
で共同作業をすることで絆が深まり、コミュニケーションも生まれ
ると考えています。
「結成して間もない今は、比治山
公園の森を整備し、自然を守り育て
るというひとつの目標に向かって一
致団結しています。そしてこれから
は、もっと行政や地域との関わりを
深めてイベントを行うなど、地域の
魅力づくりにも取り組んでいきたいで
すね」と、笠岡さんは今後について
語ってくれました。自然の大切さを
訴え、地域の魅力を創造しようとす
る姿に、大きな可能性を感じました。

高齢者健康維持と笑いを地域へ広める

子どもの放課後学習支援

八木ひょっとこ踊り同好会

宿題やっつけ隊

24.7万円

8.5万円

5万円

23万円

15.3万円

30.2万円

20.5万円

44.6万円

21.6万円

41.2万円

20.4万円

13.5万円

13万円

26.9万円

308.4万円

地域課題かいけつ紙芝居プロジェクト

団地を花いっぱい

昔ながらの遊びをしよう!!

広島インディーズの祭典  INDIKET’18

講演会「アトピーフォーラム in 広島」の開催

豊かな自然を取り戻そう、ゴミの無い比治山へ

SOSシグナルの普及啓発活動

MIZBE活性化大作戦

“狩留家なす”と“花”の町づくり

育児と食事は生きる基本  共に命のお世話をする

経済的に困難な家庭に、サンタクロースの思い出を

市民防災講座

絵本コンシェルジュ隊・地域デビュー！

夢コレクション広島を開催しよう

計 14団体

団　体　名 活動企画案内 助成金額
まちづくり活動発展助成部門

佐伯文化芸能振興会

真亀一丁目花の会

みんなの寺子屋

あとぴっこ親子の会「みんなで」

比治山の森を守り育てる会

白い杖SOSシグナルをひろめる会広島

ひろしまSUPクラブ

特定非営利活動法人NPO狩留家

子育て・親育ち

広島市防災士ネットワーク

絵本たねまき塾

夢コレクション広島実行委員会

▲第16回助成事業公開審査会の様子

●日時：11月10日（土）午後1時～4時半（予定）
●場所：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）北棟ギャラリー

中間活動発表会

▶代表　隅田 さちえさん
すみ だ

アリスガーデンパフォーマンス
広場事業実行委員会

特定非営利活動法人
チャリティーサンタ広島支部

・・

▲ 森でゴミ拾いをする様子

▲ 木の伐採作業

▲ 伐採した木を運ぶ子ども

▲ 泥んこ遊びの様子

▲ 昼食の様子 ▲ 自然の中で過ごす様子

H㎡助成支援団体のご紹介
Ｈ㎡
ひと・まち

広島未来づくり
ファンド

ふむふむ

公益信託広島市
まちづくり活動支援基金

ひと・まち広島
未来づくりファンド

Ｈ㎡ふむふむ

助成団体決定！第16回
助成事業 Hm2
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問合せ  ☎ 082-271-1477（浅田）
URL http://marimba.hiroshima.jp/

第15回ふれあい障害者登山～安
芸区・絵下山（593ｍ）～に登ろう
障害を持った仲間と登山を楽しみませ
んか？
今回は、安芸区・絵下山へ行きます。
広島勤労者ハイキングクラブやまぼうし
やボランティアの協力で登山します。車
イスの方や、視覚障害者、聴覚障害者、
みんなで楽しみます。山頂で、交流しな
がら食べる「やまぼうし特製豚汁」は最
高ですよ！
日にち  10月7日（日）
※雨天中止（中止連絡あり）
集合・解散時間  午前 8 時 15 分集合午
後 4 時半解散
集合・解散場所  JR広島駅北口タクシー
乗り場周辺
参加費（予定）  一般 1,500 円、中学・
高校生 1,000 円、３歳～小学生 500 円
※集合場所までの交通費は各自でご負担
ください。
申込締切  ８月31日（金）までに下記
申込先にお申込みください。申込多数の
場合は締切日前に受付を終了する場合も
あります。
申込・問合せ  全国障害者問題研究会広
島サークル
☎ 090-1356-5862（南家（なんげ））

すべての人が押さえておきたい
「お金の本質」ガイダンス
ゆとりある人生をおくるために知ってお
くべきお金の話。お金の基本的な知識は
もちろん、今までの常識を覆す、そんな
学びを体験できる内容となっています。
日　時  8月 5日（日）、10月6日（土）、
11月11日（日）、12月8日（土）
午前 10 時～12 時
※上記日時以外にも全国で定期的に開
催しておりますので、詳細につきましては
ホームページをご確認ください。
場　所  （特非）日本マネーバランスFP
協会（広島市南区段原南二丁目3 番 28
号AKビル 202）
参加費  無料
定　員  各 20人（先着順）
申込方法  下記、問合せ先へ電話また
はメールもしくはホームページから受講
希望日をお申込みください。各回定員に

なり次第締切ります。
申込締切  各開催日の前日まで
申込・問合せ  （特非）日本マネーバラン
スFP 協会
☎ 082-298-3700
MAIL  info@jmbf.jp
URL http://www.jmbf.jp

第 24 回広島市スポーツ・レクリ
エーションフェスティバル開催！
“スポーツの秋、みんな広域公園
に集まれ～！”
毎年、５万人以上の市民が参加してス
ポーツを楽しむ一大イベント！
伝承あそびや 20 種目以上体験できる
ニュースポーツコーナー、自分の体力年
齢がわかる新体力テスト、家族で参加で
きるウォークラリーや３歳から参加でき
る50ｍかけっこもあり。ライブやグルメ、
さらに豪華景品が当たる抽選も！
参加費無料！！家族や友達とスポーツ
を通して元気よく遊ぼう！
詳細は、広島市スポーツ協会ホーム
ページをご覧ください。
日　時  10月14日（日）午前 9 時～午
後 4 時
場　所  広島広域公園（広島市安佐南
区大塚西五丁目1番 1号）
問合せ  広島市スポーツ・レクリエーショ
ンフェスティバル実行委員会（公益財団
法人広島市スポーツ協会内）
☎ 082-243-0579
URL http://www.sports-or.city.
hiroshima.jp

三滝少年自然の家からのお知らせ
①第２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生かし、様 な々体
験活動を通して、家族の絆を深めるとと
もに他家族との交流を図ります。
内　容  野外炊飯、キャンプファイアなど
日にち  9月 8日（土）～ 9日（日）
定　員  16 家族
対　象  年長児以上の子どもとその保
護者
参加費  2,000 円（保険料、食費、薪、
資料代など）
申　込  事業名、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 号で宛先を
記入）を同封して「三滝少年自然の家」
まで郵送してください。
申込受付期間  8月1日（水）～15日（水）
【必着】
②古代キャンプ in 三滝
自然とのかかわりの中で古代の人々の
暮らしを体験し、歴史への興味関心を
呼び起こします。
内　容  クラフト、古代オリエンテーリ
ング、キャンプファイアなど
日にち  10月13日（土）～14日（日）
定　員  48人
対　象  小学４年生～小学６年生まで
参加費  3,000 円（保険料、食費、薪代、
資料代 など）
申　込  事業名、名前、ふりがな、性
別、郵便番号、住所、電話番号、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号で宛先を記
入）を同封して「三滝少年自然の家」ま
で郵送してください。
申込受付期間  9月1日（土）～15日（土）
【必着】
③第２回みたきネイチャー入門
三滝自然の家の自然環境を活用し、
専門的な講師を招いて研修し、自然
体験活動についての知識・理解を深め
ます。
内　容  秋の自然散策など
日にち  10月27日（土）
定　員 15人
対　象  15 才以上（ただし、中学生を
除く）
参加費  50 円

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。
会　場  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）
申込方法  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。※各講
座とも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・日・祝日
は閉所しています。⑶申込開始日が講座
によって異なります。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。
申込・問合せ  （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。

広島大学大学院との連携講座
リテラ「21世紀の人文学」講座2018
「南ヨーロッパの言語と文学を楽
しもう！」
「南ヨーロッパの言語」と聞いて、皆
さんはどんな言語を思い浮かべるでしょ
うか？イタリア語、フランス語、スペイン
語などが有名ですが、その他にもいくつ
もの地域語があり、現在でも話されてい
るものもあります。そして、そのほとんど
はラテン語を祖とし、あるものは発展し、
あるものは衰退していきました。本講座
では、ルネサンス期にラテン語に代わっ
て発展したイタリア語と、ほぼ同時代、
フランス語の地位の上昇と共に衰退して
いったオック語の例を取り上げ、この二
つの言語と他の言語との関係、その成立
や発展における文学の役割をお話しする
とともに、その文学世界を皆さんと一緒
に味わいます。
場　所  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階マルチメディアスタジオ
定　員  100人（定員を超える場合は抽選）
受講料  750 円
対　象  広島市内に在住か通勤・通学
の方
申込方法  10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（広島大学大学院）」係
〒730-0036 中区袋町6 番 36 号
申込締切  10月31日（水）【必着】
問合せ  （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

広島ジュニアマリンバアンサンブル
コンサートVol.28
小学生から高校生まで約 20 名の子ど
もたちが「世界中の平和を願って」精一
杯演奏します。クラシックや映画音楽、
ビートルズ、和太鼓やダンスを取り入れ
た明るく元気な曲など、小さなお子さま
からご年配の方まで皆さまが見て、聴い
て楽しんでもらえるプログラムです。約
60 名による大人のマリンバオーケストラ
もお楽しみください。
日　時  8 月 11日（土・祝）午後 2 時
開演（午後１時半開場）
場　所  JMSアステールプラザ大ホール
（広島市中区加古町4 番 17号）
入場料  前売 1,000 円／当日1,200 円
（全席自由）

生涯学習

リカレント講座

イベント

広
島
文
教
女
子
大
学

講 座 名 現代の子どもの育ちについて考える

日 時
9/1、9/8、9/29、10/6
土曜（全 4 回）13:00 ～14:30

対象・定員 社会人60人
受 講 料 無料
申込開始日 8月1日

広
島
工
業
大
学

講 座 名 電気・電子の未来を語ろう

日 時
9/27、10/4、10/18、10/25
木曜（全4回）18:30 ～ 20:00

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 8月1日

日
本
赤
十
字
広
島
看
護
大
学

講 座 名 チャレンジ！ 健康寿命延伸！ ―ソー
シャルキャピタルとメンタルヘルス―

日 時
10/2、10/9、10/16、10/23
火曜（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 9月3日

比
治
山
大
学

講 座 名 文学に時代を読む

日 時
10/20、10/27、11/3、11/17
土曜（全 4 回）14:00 ～15:30

対象・定員 社会人100人
受 講 料 無料
申込開始日 9月3日

広
島
経
済
大
学

講 座 名 東アジア・東南アジアの諸相

日 時
10/30、11/6、11/13、11/20、11/27
火曜（全 5 回）18:00 ～19:30

対象・定員 社会人60人
受 講 料 無料
申込開始日 10月1日

広
島
国
際
大
学

講 座 名 かしこい患者学シリーズ

日 時
11/17、11/24、12/8、12/15
土曜（全4回）10:00 ～11:30

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 10月1日

［シティカレッジ］

１
回

日　時 12月1日（土）13：30 ～15：00

テーマ
中世ルネサンス文学とイタリア語の成
立：ダンテ・ボッカッチョ・ペトラルカ
を中心に

講　師 上野 貴史
（欧米文学語学・言語学講座 准教授）

２
回

日　時 12月1日（土）15：10 ～16：40

テーマ
もう一つのフランス文学：19 世紀にお
けるオック語文学の復興 ―フレデリッ
ク・ミストラル『ミレイユ』を中心に―

講　師 宮川 朗子
（欧米文学語学・言語学講座 教授）

［リカレント講座］

▲広島ジュニアマリンバアンサンブルの皆さん

▲講座の様子

▲ 50mかけっこの様子



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
（合人社ウェンディひと・まちプラザ）
☎082-545-3911 5082-545-3838
MAIL m-plaza@cf.city.hiroshima.jp

広島市まちづくり市民交流プラザ

1413

広島市市民活動保険制度をご利
用ください
市民活動中に事故にあった場合に備
え、市民活動保険制度があります。保
険料の負担・事前の登録は不要です。
対象となる方  市民活動団体等に属し、
市民活動を行う方（広島市民または市民
活動の本拠地が広島市内にある市外居
住者）が対象となります。
対象となる活動（市民活動） 
●広く公共の利益を目的とした自主的・
自発的な活動であること ●活動が計画
的に行われていること ●無報酬で行っ
ていること（実費弁償は無報酬とみなし
ます。）●日本国内における活動である
こと ●政治、宗教や営利を目的とした
活動でないこと ●自助的な活動や懇親
を目的とした活動でないこと ●職場など
で行事として行う活動でないこと ●危
険度の高い活動でないこと
補償対象  傷害：急激かつ偶然な外来
の事故で、活動者が死亡または負傷し
た場合に対象となります。賠償責任：
活動者の過失により、他人の身体・財
物に損害を与え、被害者から損害賠償
を求められ、法律上の賠償責任を負う
場合に対象となります。
具体的な補償内容、事後発生時の手続
きについては、問合せ先でご確認ください。
問合せ  広島市市民局市民活動推進課
（☎ 082-504-2113）もしくは、最寄りの
区役所地域起こし推進課

年に一度の “まちづくりの祭典 ”
「まちづくり市民交流フェスタ」
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
発信などを行います。展示やステージ発
表のほか、バザー、映画上映、体験コー
ナーなど大人から子どもまで楽しめる盛
りだくさんの内容でみなさんのご来場を
おまちしております。
日　時  10月13日（土）・14日（日）
午前 10 時半～午後 3 時半（予定）
※詳細は当プラザホームページまたは、
配布のチラシでご確認ください。

市民活動きっかけづくり講座
～花と緑とまちづくり～
花や緑をきっかけに、街の環境美化、
ボランティアや市民活動への扉を開いて
みませんか？
内　容  ガーデニング、ハーブ、染色など
日　時  8月 29日（水）、9月12日（水）、
10月10日（水）、11月21日（水）
いずれも午前 10 時～12 時
定　員  20人
参加費  3,300 円
申　込  下記、申込先へ電話、FAX、
メール又はご来館にてお申込みください。

楽し人（タノシビト）のためのあそび
Cafe
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充実させるお話を
聞いたり、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が
受けられます。（毎月第 3土曜日）
日　時  8月18日（土）、9月15日（土）、
10月20日（土）、11月17日（土）
いずれも午後 2 時～3 時半
※受付開始は午後１時半～
場　所  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
相談員  広島県余暇プランナー協会会員

パソコン講座
ワード、エクセル、デジカメ写真の活用、
ホームページの作成など
申込方法  往復はがき、ファクスまたは
メールで講座名・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下
記申込先へお申込みください。
場　所  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

※いずれも、申込多数の場合は抽選

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、
わからないことがあれば気軽におたずね
ください。
日　時  8月5日（日）、19日（日）、26日
（日）/10月7日（日）、21日（日）、28日（日）
いずれも午後 1時半～ 4 時半
参加費  無料
申　込  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。
場　所  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

申　込  下記、共通申込先へ電話で申
込み（10月2日（火）午前 9 時より受付
開始）：名前、性別、年齢、住所、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。
申込受付期間  10月 2日（火）～16日
（火）※定員に達した場合は、その時点
で募集締切となります。
④三滝アドベンチャーランド
学年、年齢の異なる子どもたちが、

学校での野外活動や日常生活などでの
経験を生かし、お互いに協力しながら三
滝の自然を探索し、生きる力や相手を思
いやる心を養います。
内　容  野外炊飯、キャンプファイア、
登山など
日にち  11月17日（土）～18日（日）
定　員 42人
対　象  小学 4 年生～中学 3 年生
参加費  2,000 円（保険料、薪代、食
事代、資料代など）
申　込  事業名、名前、ふりがな、性
別、郵便番号、住所、電話番号、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号で宛先
を記入）を同封して「三滝少年自然の家」
まで郵送してください。
申込受付期間  10月2日（火）～16日（火）
【必着】

※①～④共通項目

場　所  広島市三滝少年自然の家
申込・問合せ  広島市三滝少年自然の家
〒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

青少年センターからのお知らせ
①第六回中国ブロック劇王決定戦
観客と審査員の投票によるコンペ

ティション。さらに予選上位一位とオー
ディエンス賞獲得者が決勝で対決！？
そして、新たな中国ブロック劇王が誕
生！！
日　時  9月17日（月・祝）午前 10 時
～午後 8 時
入場料  前売 1,500 円（当日2,000 円）
定　員  500人
共　催  広島演劇協会、（一社）日本劇
作家協会中国支部、広島市教育委員会
問合せ  広島演劇協会☎ 090-3632-
7853または右記共通問合せ先へ

② Ps フェスタ 2018
「文化なくして平和なし」を合言葉にし
た平和と文化のステージイベントです。音
楽やダンスパフォーマンスを通して、平
和への思いを発信します。
日　時  11月3日（土）午後 2時～ 5時
共　催  Psフェスタ2018 実行委員会
③ひろしま 盆ダンス
復興に向け歩む1946 年 8月7日「戦

災供養盆踊り大会」が現在の旧広島市
民球場跡地で開かれました。
廃墟の中から、復興・平和の建設に

挑む広島市民の熱気と希望を語り継ぐ
「平和都市 ヒロシマ」の新たなイベントを
立ち上げます。
「祈りのヒロシマ」とともに「踊りのヒ
ロシマ」を･･･。
内　容  盆踊り、縁日コーナー、外国
人観光客向けに浴衣着付けや折り紙体
験など
日　時  8月11日（土）午後 2時～10時
※雨天の場合 8月12日（日）に順延
場　所  旧広島市民球場跡地（広島市
中区基町 5 番 25号）
共　催  中国新聞社
④劇団 B-LUCKS♪
　朗読劇公演「少年口伝隊一九四五」
2008 年の旗揚げから数えて今年で結

成 10周年を迎える劇団B-LUCKS♪が、
故・井上ひさし氏の作品である朗読劇「少
年口伝隊一九四五」を上演します。
昭和二十年八月六日の原爆投下により

壊滅した広島で、印刷機能を失った中国
新聞社が、ニュースを口伝えで知らせる
「口伝隊」を組織したという事実を元に
書かれた朗読劇です。
日　時  8月 25日（土）午後 3 時～
8月26日（日）午後 1時～
入場料  一般／前売 2,000円（当日2,500
円）、高校生以下／前売 1,000 円（当日
1,200 円）
定　員  600人
共　催  劇団 B-LUCKS♪

※①②④共通項目

場　所  広島市青少年センター（広島市
中区基町 5 番 61号）

※①～④共通項目

問合せ  広島市青少年センター
☎ 082-228-0447　5082-228-7074
※①④公演の入場券を取り扱っています。

安佐勤労青少年ホームからのお知らせ
①簿記 3級講座
簿記 3 級の取得を目指す講座です。
資格を取って自信につなげよう！
日　時  8月 29日（水）～11月7日（水）
毎週水曜日（全 11回）午後 6 時 45 分
～ 8 時 45 分
定　員  20人
参加費  3,283 円（テキスト代）
対　象  ⑴広島市内に在住もしくは通
勤の15歳から35歳までの働いている方
（求職中可）、⑵近隣市町に在住で広島
市外に通勤している15歳から35歳まで
の働いている方（求職中可）、⑶広島市
内に在住もしくは通学か、近隣市町在住
の18 歳以上の学生
申込方法  住所、年齢、勤め先（通学先）
が確認できるものを持って下記、問合せ
先へ来館、会員登録してお申込みください。
申込期限  8月 20日（月）まで
②第 38回ユーストピアフェスタASA
年1回の楽しいお祭りです。ぜひ、ご
来場ください。
日　時  10月 28日（日）午前 10 時～
午後 3 時
内　容  バザー、展示、ステージ発表など

※①②共通項目

場所・問合せ  広島市安佐勤労青少年
ホーム（広島市安佐南区大町東三丁目
25 番 12 号）
☎ 082-879-1512

広島市高齢者作品展
「達人たちの夢2018」
60 歳以上の方が創作した公募作品約
200点を展示します。「人生の達人」の皆
さんの心あたたまる力作をごらんください。
内　容  日本画・洋画・書道・写真・工芸・
手芸6部門の作品展示（全期間）、シルバー
アンサンブルコンサート（8日午前11時～）、
人材バンク発表会（8日午後：演奏、手品等）、
体験・健康コーナー（14日～16日）など
日　時  9月8日（土）～16日（日）午前
10時～午後6時（最終日は午後3時まで）
場　所  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）４階
ギャラリー ほか
問合せ  （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

講 座 名 ①暮らしに活かすエクセル講座

日 時 9/6、9/20、10/4、10/18、11/1、11/15
隔週木曜（全6回）10:00～12:00

講 座 名 ②暮らしに活かすワードの講座

日 時 9/6、9/20、10/4、10/18、11/1、11/15
隔週木曜（全6回）13:30～15:30

講 座 名 ③デジカメ写真の活用講座

日 時 9/7、9/21、10/5、10/19、11/2、11/16
隔週金曜（全6回）10:00～12:00

①～③共通項目
対 象 文字入力・パソコンの基本操作ができる方
定 員 38人
受 講 料 7,000円（テキスト代込み）
受付期間 8月26日（必着）

託 児 託児（1歳半以上の未就学児）を希望の場合は
子どもの年齢を申込時に記入してください。

講 座 名 ④Jimdoでホームページ作成講座（第2回）

日 時 9/7、9/14、9/21、9/28
金曜（全4回）19:00～21:00

対 象
送受信可能なメールアドレスを持ち、パソコ
ンの基本操作ができる方
※第1回講座を受講していない方

定 員 15人
受 講 料 4,500円（テキスト代込み）
受付期間 8月26日（必着）
講 座 名 ⑤Excelマクロ（VBA）の基礎講座

日 時 10/19、10/26、11/2、11/9、11/16、11/30
金曜（全6回）19:00～21:00

対 象 Excelの簡単な関数や計算式を使った表作
成などの基本操作が出来る方

定 員 38人
受 講 料 6,500円（テキスト代込み）
受付期間 8月15日～10月9日（必着）

［パソコン講座］

お知らせ

▲作品展（ギャラリー）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、「11月下旬発行予定」です。12月以降の情報をお待ちしています。
下記、発行者までお送りください。[9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30年7月31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。

花と緑とまちづくり
花と緑で街を彩る
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）から
外へ出ると、美しくアレンジされた色とりどりの花が目に入ります。こ
の花はNPO法人セトラひろしま・ソーシャルガーデナー倶楽部（以下、
セトラひろしま）の皆さんが管理しています。
5月16日（水）にセトラひろしまと広島市袋町小学校の2年生、市民交
流プラザで花の植え替えをしました。子どもたちはセトラひろしまの皆
さんから、土や肥料の入れ方、花についての説明をよく聞き、花の植え
替えを行いました。作業は各グループに分かれ、お話や作業を通して

交流することができました。また、ダンゴムシを見つけたり、花につい
て質問をするなど、それぞれ活動のなかで新しい発見ができました。
この活動は袋町小学校の児童と市内を拠点に活動するセトラひろし

まの交流や環境美化活動の一環として毎年実施しています。

市民活動きっかけづくり講座
これから何かをはじ

めたい！どんなことがで
きるかな…市民活動の
きっかけに「花と緑」は
いかがですか？
市民活動の事例紹

介や実践をとおして市
民活動参加へのきっか
けになる講座を開催し
ます。
今年のテーマは「花

と緑とまちづくり」。花
の育て方、育てた花を
使用したリースづくりや
染色など、楽しみなが
ら公共空間の環境美化活動などを体験できます。
実際に活動されているセトラひろしまやNPO法人緑の風景の活動

紹介を聞くことで、市民活動がどのようなものなのか知っていただけ
ます。
新しいことに挑戦したい方、市民活動に興味のある方、お花が好き

な方、どなたでもご参加いただけるので、奮ってお申し込み下さい！
詳細については14ページをご覧ください。

合人社ウェンディ
ひと・まちプラザ

募集して
います！

▲植え替えの様子

▲昨年度の講座の様子

▲活動後の鉢

本通交番

Vol.51

2018.7
夏柳号

なつやなぎ／夏、柳は青々
と葉を濃くし、地面や川面
に長く枝垂れ、ときに細い
枝を風になびかせる。枝垂
れて川面を水鏡とする風情
は趣深い。

広島市
青少年
センター

▶らしっくレポート 建築は語る 広島の魅力と復興の歴史を
▶らしっくコラム・まずは素敵なネーミングから始めましょう！ ▶ようこそ！公民館へ～佐伯区内公民館～
▶人材バンク 名人 宝人 達人 ▶H㎡助成支援団体のご紹介 ▶情報の森 ▶プラザ通信

連載

歴史ある建物、
まち並みを守り伝える

CLOSE UP

1,000年以上もの歴
史、文化を活かした

まちづくり

草津まちづくりの会

貴重な被爆建物を保全し守る   世界
で初めて

原爆が投下された惨状と記憶を後世
に伝える

旧被服支廠の保全を願う懇談会

江戸時代に栄えた由緒ある湯治場を守り、地域活性化を図る

湯ノ山旧湯治場利活用検討委員会

CLOSE UP 01

CLOSE UP 03

CLOSE UP 02




