
広島市安佐南区安東の約
1,300戸3,500人が居住する
弘億団地で、平成23年５月
に団地の一部（251戸）が土
砂災害警戒区域に指定され
たのをきっかけに、平成26年
に設立されたのが「弘億団
地自主防災会」です。
「設立当初は、まず土砂災害警戒区域の防災についての勉
強会から始め、同年８月に広島土砂災害が発生したのを受けて、
広島市の土砂災害警戒避難マニュアルに沿った防災体制を構
築し、10月から防災活動を始めました」と会長の柳原隆司さん。
住民が防災士の資格を取得し、活動の中心となる防災会の

役員を務めています。その役員を中心に、毎年１回、警戒区域
内の住民を対象にした避難訓練を実施しているほか、防災マッ
プの作成・配布、地区内の集会所を使って住まいの防災展を開
くなど、住民の防災意識の向上への取り組みを行っています。

情報共有を図るシステムの導入へ
今までも積極的な防災活動を行っていますが、新たな取り組み

として防災会によるポータルサイト「スマート自治会」の運営を開始

する予定です。今後、団地内の高齢化が進み、避難誘導や安
否確認に手間取る事が予測されることから、住民がスマートフォン
を使って手軽に安否確認をすることが可能になるシステムを構築
し、防災情報をインフォメーションするだけではなく、コミュニケー
ションを図ることを目的にしています。具体的には、ホームページで
自治会の行事予定を確認できるだけでなく、メールを使ってメッ
セージのやり取りをしたり、住民個々が発信した安否情報を皆で
共有することで随時避難状況が把握できるようになっています。
システムは、今年の夏から順次説明会を行い、11月に警戒区
域に指定された一部の地区で試験運用を行う予定です。
「災害はいつ起こってもおかしくないと言われています。土砂
災害はもちろんですが、地震に対しても住民の防災意識を高め
るために、細かく説明会を積み重ねていくことが必要と考えてい
ます」。平常時から、幅広い世代の住民が多く住む団地をひとつ
にまとめて、防災に対して同じ
意識を持ち、いざという時に迅
速かつ的確に判断して、住民
の安全を守るための活動を行
う皆さんの高い防災意識は、
誰もが見習わなけれはいけな
いと感じました。

特定非営利活動法人ワーカーズコープ広島支部 木こり屋 Bun Bun Baum

▶会長　柳原 隆司さん

弘億団地自主防災会
やなぎはら たか し

令和元年5月11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17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、19団体（団体育成助成部門3団体、まちづくり活動
発展助成部門16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3団体を決定。発展部門は15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、17団体に総額3,072,000円（育成部門3団体125,000円、発展部門
14団体2,947,000円）が助成されました。今後は、11月の中間発表会、翌年5月
の成果発表会などで、活動の成果が報告される予定です。

4.3万円

3.2万円

5万円
12.5万円計 3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㎡Ｈ㎡Ｈ㎡
ひと・まち

広島未来づくり
ファンド

Ｈ㎡Ｈ㎡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。

「地域の放置林の整備を行
い、山や木を通じて地域をもっ
と元気にしたい」。その思いか
ら、平成26年に、広島県が実
施した職業訓練「再生可能エ
ネルギー・林業科」を受講した
メンバーで平成27年から自伐
型林業チーム「木こり屋Bun Bun Baum」の活動を始めました。
自伐型林業とは採算性と環境保全を両立する持続的森林経
営のことで、伐木した木を使った製品作りなど、地域で仕事を起
こすことをテーマに、職業訓練で指導していただいた講師や、地
域住民の協力を仰ぎながら活動しています。広島市安佐北区白
木町の安駄山を中心に、林道周辺の草刈りや、枯れ木、倒木な
どの処理、除伐。伐採した木を使って椎茸栽培をする際の榾木
や、木工品などを作っています。

焚火会などを通して、木が持つ魅力を伝える
「活動を始めてまだ４年目ですが、活動範囲は安佐北区白木
町以外にも、広島県内各地に広がっています。その中で感じる
のは、放置された山林が増える一方で、地域の皆さんは、地元
の美しい里山風景を大切に思い、何とかして自分の子どもたち

など、次の世代に引き継いでいこうとする気持ちが強いことで
す」と宇都宮雪代さん。安駄山への関心を高めてもらい、広島
市中心部に住む人にも地元の里山として親しんでもらうため、そ
の魅力を発信。森林とふれあうきっかけを提供し、山や木を身近
に感じてもらおうと活動に取り組んでいます。
平成30年からは、日本焚火学会などと連携して、薪を割ったり、

焚火を囲んでのんびりお喋りする時間を作ったりする焚火会を年
２回開催。今年は木をもっと楽しんでもらうためのチェーンソー安
全講習会も２回開く予定で、木を通して地域と触れ合うイベントを
企画しています。さらに11月には、地元公民館と共同の焚火会も
計画しています。
「これからは、林業を通しての仲間づくりをもっと活発にしたい
です。普段は異業種で働いていても、週末だけ山に通って林業
に関わる人も増えています。そういった人たちと連携して、次の
世代に木の温もりや森で遊ぶ楽しさを伝えていけたらと考えてい
ます」。日々、自然のすば
らしさを肌で感じている宇
都宮さんからは、都会の
喧騒から離れて体感する
スローライフの魅力を感じ
ました。

日曜健康麻将同好会

大人の発達障害当事者会

かわなみサイクリングロード推進プロジェクト

日曜健康麻将同好会

アバロンシティ

かわなみサイクリングロード実行委員会

※各部門ともに応募申請順

20.8万円

27.1万円

30.9万円

17万円

16万円

22万円

15.8万円

35.1万円

15万円

31万円

25.6万円

17.5万円

5.3万円

15.6万円
294.7万円

弘億団地防災会ポータルサイトの運営～防災会の情報共有化

中郡古道の地域を音声ガイドで散策

地域課題、災害を風化させない紙芝居プロジェクト

戦争体験に基づく紙芝居の映像化と上映会の実施

市民防災講座

SOSシグナルの普及と声をかけやすい環境作り

夢コレクション広島を開催しよう 2019

MIZBE活性化大作戦

古民家を拠点に！交流事業

森と人がつながる町づくり

笑顔で歌って踊る『歌ごえフラ』

地域見守り活動８・３会

日本語指導ボランティア養成講座・子供の居場所作り

絵本コンシェルジュ隊・地域デビュー！ パート２＆絵本ライブカフェ
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

弘億団地自主防災会

てくてく中郡古道プロジェクト

佐伯文化芸能振興会

待っとる間に鶴折る会・ヒロシマ

広島市防災士ネットワーク

白い杖SOSシグナルをひろめる会広島

夢コレクション広島実行委員会

ひろしまSUPクラブ

一般社団法人まちづくり四日市役場

特定非営利活動法人ワーカーズコープ広島支部

アカハイ・ホヌ

地域見守り活動８・３会

沼田日本語教室

絵本たねまき塾

▲第17回助成事業公開審査会の様子第17回助成事業公開審査会の様子

●日時：11月16日（土）午後1時～5時（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

第17回助成事業  助成決定団体と助成金額

▶森林資源活用部　宇都宮 雪代さん

ブン ブン バウム

うつのみや ゆき よ

・・

▲ 焚火会参加の皆さん

https://www.facebook.com/bunbunbaum/

がたりんぎょう

ばつじ

だ やまあん

ほた ぎ

▲ 木を伐採する様子

▲ 住まいの防災展の様子（平成30年10月）

▲ 避難訓練の様子（平成30年5月）

H㎡助成支援団体のご紹介
Ｈ㎡Ｈ㎡
ひと・まち

広島未来づくり
ファンド

Ｈ㎡Ｈ㎡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17回
助成事業 Hm2
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時半開演（午後 1 時開場）
場　所  上野学園ホール（広島市中区
白島北町 19 番 1号）
入場料  前売 1,000 円／当日1,200 円

（全席自由）
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～南
区・黄金山（221.7m）～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、南区・黄金山へ行きます。
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 6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（土）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
TEL&FAX 082-576-2556
☎ 090-1356-5862（南

なん

家
げ

）

広島県ユニセフ協会
①ミャンマー・スタディツアー報告会
「今、ミャンマーの子どもたちは」
ミャンマーの女性と子どもたちのため

の栄養支援プロジェクトが、現地でど
のように役立っているのか、また、ミャ
ンマーの人びとの暮らしについてお話を
聞きます。
日　時  9月7日（土）午後1時半～4時
場　所  生協ひろしま福祉研修セン
ター（広島市中区本川町 2-6-11第 7ウ
エノヤビル4F）
講　師  （公財）日本ユニセフ協会
石尾匠さん
参加費  無料

②チャリティー・ウォーク「広島の西
国街道を行く」
ウォーキングを楽しみながら、参加

費をユニセフ募金することで、世界の
子どもたちを支援するイベントです。

猿猴橋から京口門まで西国街道の歴
史や史跡をたどりながら歩きます。ど
なたでも歩きやすいルートです。
日　時  10月19日（土）午前 10 時半
～12 時半
集合場所  広島駅前大橋北詰（西側歩

道沿い）
参加費  18 歳以上 300 円（ユニセフ
募金として）

※①②共通項目
申込・問合せ  広島県ユニセフ協会
☎ &5082-231-8855
URL unicef-hiroshima_06@theia.

ocn.ne.jp

手話入門講座
～手話サークルあすなろ～

聴覚障害者との大事なコミュニケー
ションの手段である「手話」。その生き
生きとした表現方法を私たちと一緒に
学んでみませんか？まずは自己紹介か
ら、ゆっくりと始めてみましょう。

手話実技のほか、聴覚障害者による手
話スピーチや交流会も計画しております。
日　時  9月11日～11月27日毎週水
曜（全 12 回）午後 7 時から8 時 45 分
場　所  広島市中区地域福祉センター
参加費  2,000 円（テキスト・資料代）
申込方法  往復はがきに住所・氏名・

年齢・電話（携帯）番号・職業を記入
のうえ、下記宛先へお申し込みください。

［宛先］〒 730-0051 広島市中区大手
町四丁目1番 1号大手町平和ビル 5 階
広島市中区社会福祉協議会「手話入門
講座」係
※申込多数の場合は抽選
申込締切  9月3日（火）【必着】
問合せ  ☎ 082-249-3114  5082-242-
1956
MAIL  naka@shakyohiroshima-

city.or.jp
（広島市中区地域福祉センター）

第 25 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！
“あきのスポーツはここがいい！”

毎年、延べ 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、家族や
グループ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！

参加無料 !! 家族や友達とスポーツを
通して楽しく遊ぼう！
詳細は、広島市スポーツ協会 HPをご
覧ください。
日　時  10月13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/lesson/sporec

2019 せこへい美術館～せかいの
こどものへいわの美術展～

世界と広島の子どもたちの絵や写真、
世界の子どもたちの平和をねがう市民
サポーターの作品を展示します。
日　時  8月10日（土）～18日（日）
午前 10 時から午後 7 時（初日は午後 3
時から、最終日は午後 3 時まで）
場　所  旧日本銀行広島支店（広島市
中区袋町 5 番 21号）
主　催  世界の子どもの平和像をつく
る会ヒロシマ
問合せ  ☎ 082-227-6298（澤野）
MAIL  sawanoshi@yahoo.co.jp

三滝少年自然の家からのお知らせ
①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生かし、様々な
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

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）
受講料  無料
申込方法  （1）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。（2）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。（3）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2019
「広島藩の文化水準 私論」

18 世紀末以降の広島藩は頼春水・
春風・杏坪ら頼家一族の評判が高かっ
たため、他国の有識者は広島藩を「文
国」と評価していた向きもありました。
しかしてその実態はどうだったのでしょ
うか。本講座では一般の藩士の諸活動
と、頼一族以外の文芸活動などをとり
あげて、当時の広島藩の文化水準につ
いて、ささやかながら私見を述べてみ
たいと思います。
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（火）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（木）【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

ふなこし岩滝山フェス
船越町のシンボルで、市街地から徒

歩圏内の岩滝山の豊かな自然と歴史を
体験できるフェスティバルを開催します。
内　容  木工作品等制作ワークショッ
プ・忍者体験・山の音楽会・そうめん
流し、体験＆飲食ブースなど
日　時  8月 25日（日）午前 10 時～
16 時（予定）
場　所  岩瀧神社、岩瀧公園（広島市
安芸区船越町4-13）
参加費  無料（飲食・体験ブースは実費）
問合せ  ☎ 082-823-4261
MAIL  akioyakochallenge@gmail.

com（岩滝山フェス開催委員会事務局
船越公民館内）

広島ジュニアマリンバアンサンブ
ルコンサートVol.29

小学生から高校生まで約15 名の子
供たちが「世界中の平和を願って」精
一杯演奏します。クラシックや洋楽、
懐かしい日本の歌、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12日（月・振休）午後 1

生涯学習

イベント
リカレント講座

広
島
文
教
大
学

講 座 名 超高齢社会について考える

日 時
8/31、9/7、9/21、9/28
土曜（全4回）13:00～14:30

対象・定員 社会人60人
申込開始日 8月1日

広
島
工
業
大
学

講 座 名
QOL（生活の質）向上
～健康生活を送る、知って得する
話～

日 時
10/3、10/10、10/17、10/24
木曜（全4回）18:30～20:00

対象・定員 高校生・大学生・社会人50人
申込開始日 9月2日

比
治
山
大
学
短
期
大
学
部

講 座 名
教養講座〈8世紀の仏像彫刻、
19世紀のイギリス社会、広島県
のインバウンド〉

日 時
10/19、10/26、11/2
土曜（全3回）14:00～15:30

対象・定員 社会人60人
申込開始日 9月2日

広
島
経
済
大
学

講 座 名 ゴールデン・スポーツイヤーズ
～スポーツイベント～

日 時
10/29、11/5、11/12、11/26
火曜（全4回）18:00～19:30

対象・定員 高校生・大学生・社会人50人
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
11/16、11/23、11/30、12/7

土曜（全4回）13:00～14:30

対象・定員 高校生・大学生・社会人50人

申込開始日 10月1日

［シティカレッジ］

［リカレント講座］

１
回

日 程 12月7日（土）13：30 ～15：00

テーマ 浅野家家中考

講 師 中山富廣
（広島大学大学院文学研究科 教授）

２
回

日 程 12月7日（土）15：10 ～16：40

テーマ 浅野家の文芸と儒者の関わり
―寺田臨川から頼家一族へ―

講 師 久保田啓一
（広島大学大学院文学研究科 教授）

▲広島ジュニアマリンバアンサンブルの皆さん

▲ 50 ｍ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

広島市まちづくり市民交流プラザ

1413

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（7
日午前 11 時～）、人材バンク発表会（7
日午後：舞踊、手品等）、体験・健康コー
ナー（13日～15日）など
日　時  9 月 7 日（土）～15 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

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、事故発生時の手
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  11月 9日（土）・10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。

楽し人（タノシビト）のための
『あそびCafé』

余暇をあなたらしく生かす方法を一
緒に考えるカフェスタイルの気軽な相談
会です。相談員のみなさんによる余暇
についてのお話や個別相談、「余暇診断
シート」を使ったアドバイスを受けられ
ます。毎月第3土曜日に開催しています。
日　時  8月17日、9月21日、10月19日、
11月16日
いずれも土曜午後 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
エクセル・ワードの使い方、デジカメ

写真の活用など
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）を記入のうえ受付期
間内に下記申込先へお申込みください。
定　員  各講座 38人
※申込多数の場合は抽選
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

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 4日、18日、25日/10月
6日、13日、20日、27日
いずれも日曜午後 1 時半～ 4 時半
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

日にち  9月7日（土）～8日（日）
定　員  12 家族
対　象  小学生以上の子どもとその保
護者
参加費  2,000 円（保険代、食費、材
料費など）
申　込  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
号で宛先を記入）を同封して下記共通
項目申込先まで郵送してください。
申込受付期間  8月1日（木）～15日（木）

【必着】
②親子で星空観察& 夜景を楽しもう
in 三滝
親子で星空を観察したり、夜景を眺

めながらゆったりとした時間を過ごしま
しょう。
日にち  11月16日（土）
対　象  小学生以上の子どもとその保
護者
定　員  親子 20人
参加費  50 円（保険代、資料代）
申　込  11月1日（金）から11月10
日（日）午前 9 時から下記共通項目申
込へ電話にて申込みください。（先着順）
③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
の暮らしを体験してみましょう。
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12日（土）～13日（日）
定　員  36人
対　象  小学 4 年生～小学 6 年生まで
参加費  3,000 円（保険代、食費、材
料費など）
④親子でピザ in 三滝

自然の家のピザ窯を使って、親子で
ピザ作りに挑戦しましょう！
日にち  10月26日（土）
定　員  12 家族
対　象  小学生以上の子どもとその
保護者
参加費  500 円（保険代、食費、材料
費など）

※③④共通項目
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）を同封して下記共通項目申込
先まで郵送してください。

申込受付期間  9月1日（日）～15日（日）
【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

青少年センターからのお知らせ
①次世代のための平和プロジェクト
「1本のいのちの下で」
被爆樹木の写真の展示や影を写す写

真を用いたワークショップを通して、平
和について考えましょう。アコースティッ
クギター等の演奏会も予定しています。
日　時  8月 5日（月）午後 1 時～ 7 時
※随時、当館HPにて情報を更新します。
②第七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戦で四国代表
と対決 !?そして、新たな中国ブロック
劇王が誕生 !!
日　時  10月14日（月・祝）午前 10
時～午後 8 時（予定）
入場料  前売1,500円（当日2,000円）・
高校生以下 500 円※チケット販売開始
8月上旬（予定）下記、共通項目問合
せで取り扱っています。
定　員  600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または下記共通問合せ先へ
③ひろしま盆ダンス

終戦翌年に実施した「戦災供養盆踊
り大会」から72 年ぶりとなる2018 年
に復活した「ひろしま盆ダンス」。

2 回目の開催となる2019 年はメイン
の盆踊り・総踊りに加え、広島ホノルル
姉妹都市提携 60 周年を記念する国際
交流広場や家族で楽しめるイベントと
飲食・体験コーナーの充実を図ります。
内　容  ダンスイベント、大盆踊り大
会（総踊り、県内踊り、フラダンスなど）
日　時  8月10日（土）、11日（日）い
ずれも午後 4 時～ 9 時半
場　所  旧広島市民球場跡地（広島市
中区基町 5 番 25 号）
主　催  ひろしま盆ダンス実行委員会
④ Psフェスタ2019

“ 文化なくして平和なし”をテーマに

広島の青年たちが音楽・ダンス・パフォー
マンスを表現します。
日　時  11月2日（土）午後1時～4時
場　所  アリスガーデン（広島市中区
新天地 8 番）
共　催  Psフェスタ実行委員会

※①②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

ふなこし秋まつり
～鬼フェス2019 ～

船越町秋祭りのシンボルである鬼に
着目し、秋祭りの前夜祭に合わせて各
種プログラムで構成するフェスティバル
を開催します。
内　容  鬼行列、鬼コンテスト、和太鼓
演奏、プロジェクションマッピング、飲食
や体験ブース、神楽など※鬼コンテストへ
の参加は事前のエントリーが必要です。
日　時  10月19日（土）午後 3 時から
場　所  岩瀧神社、岩瀧公園（広島市
安芸区船越町4-13）
参加費  無料（飲食・体験ブースは実費）
問合せ  ☎ 082-823-4261（ふなこしマ
チオコシ会議事務局船越公民館内）

瀬野まち講座「瀬野は鉄道村」を
歩こう！
「瀬野は鉄道村」と言われた時代が

あり、その当時の史跡や瀬野川公園に
現存するD51を見学したり、話を聞き
ながら瀬野地区を巡ります。
日　時  10月19日（土）午前 8 時～
午後 3 時
定　員  成人 40人（先着順）
参加費  300 円
申込方法  9 月 1 日（日）から下記申

込・問合せ先へ電話または来館にて申
込みください。
共　催  瀬野郷土史会、せの山歩きの会
申込・問合先  瀬野公民館
広島市安芸区瀬野一丁目29 番 21号
☎ 082-894-8006

広島市高齢者作品展「達人たちの
夢2019」

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。

講 座 名 ①暮らしに活かすエクセル講座

日 時 9/5、9/19、10/3、10/17、10/31、11/14
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 9/5、9/19、10/3、10/17、10/31、11/14
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 9/6、9/20、10/4、10/18、11/1、11/15
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

受 講 料 7,000円（テキスト代込み）

申込期間 8月25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 ④Excelマクロ（VBA）の基礎講座

日 時 9/27、10/4、10/11、10/18、10/25、11/1
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できる方

受 講 料 6,500円（テキスト代込み）

申込期間 8月1日～9月17日（必着）

お知らせ

［パソコン講座］

▲作品展（ギャラリー）の様子



10月1日からの「消費税率及び地方消費税率の引上げ」に伴い、施設使用料が
改定される予定です。

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）

令和元年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。

まちかどコンサート
季節を感じるコンサート
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）では、
年3回「まちかどコンサート」を開催しています。このコンサートは、音
楽活動をしている生涯学習グループや市民活動団体の、日頃の成果の
発表の場として、また、市民の皆さんが気軽に立ち寄れる雰囲気づく
りとして開催しています。
3月9日（土）に開催したコンサートでは、エリザベト音楽大学演奏学
科を卒業後、同大学大学院に在学中また広島市内を中心に活動され
ている、3人に出演していただきました。司会が紹介後、早速3人で「愛
の挨拶」「乾杯の歌」2曲を演奏、そのあとは各楽器の独奏も含めて全
11曲を演奏していただきました。曲に関するエピソードなども交えなが
らのコンサートで、来場された皆さんは3
人の奏でる音色にじっと耳を傾けました。
今年度は12月と3月に開催を予定してい

ます。詳細が決まりましたら、ホームページやメルマガなどで情報を
発信していきますので、興味のある方はチェックをしてみてください。
みなさんのご来場お待ちしております。

ちょっとお得なプラザの利用
生涯学習や市民活動でプラザをご利用の皆

さまへ、ちょっとお得なご案内です。
（1）利用日当日割引
合人社ウエンディひと・まちプラザ（まちづく

り市民交流プラザ）の有料部屋（会議室・ギャ
ラリー・研修室・スタジオ・調整室・実習室）を
利用日当日にご予約いただいた場合、利用料
金の割引が受けられます。
通常の一般利用料金の60%の額（10円未満切上）でご利用いただ

けます。
（例）会議室を2時間ご利用の場合、通常利用料金840円が利用日当日
料金510円になります。
ただし、次のご利用は割引が適用されません。

・商業利用の場合
・利用日当日に利用時間を延長した延長分
・事前に予約した利用をキャンセルし、利用日当日に再申請した場合
※詳細はお問合せください。

（2）夜間割引
午後9時～10時の時間帯をご利用の場合、利用料金の60％の額（10

円未満切上）でご利用いただけます。
ただし、商業利用は対象外です。
部 屋の空き状 況は、「ひろしま公共施 設 予 約サービス

（https://yoyaku.e-harp.jp/hiroshima/）」でもご確認いただけます。
どうぞご利用ください！

合人社ウェンディ
ひと・まちプラザ

募集して
います！

▲昨年度のコンサートチラシ▲昨年度の演奏中の様子
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青芝号

あおしば／夏になって一面
に青々と伸び育ってきた芝
をいう。芝刈、水撒きなど手
入れの行き届いた夏芝は、
緑の絨毯ように美しい。

広島市
青少年
センター

▶らしっくレポート 被災後、復旧のカギは人 ～住民・ボランティア・企業・行政～
▶らしっくコラム・災害に強い、たおやかな社会へ ▶ようこそ！公民館へ～安芸区内公民館～
▶人材バンク 名人 宝人 達人 ▶H㎡助成団体決定！ ▶H㎡助成支援団体のご紹介 ▶情報の森 ▶プラザ通信

連載

自然と向き合い、
災害へ備える

CLOSE UP

「森を育てる」「人を育て
る」「ボランティア精神を育

てる」

自然と共存し災害に強い
地域づくりの一助を担う

NPO法人ひろしま人
と樹の会

「森を育む 人を育む 森で遊ぶ」

自然の良い所だけではなく、自然の持つ
脅威も伝える

NPO法人ひろしま自然学校

子ども、障害のある人、地域の人が共につながるまちを目指して長年活動

認定NPO法人コミュニティリーダーひゅーるぽん

CLOSE UP 01

CLOSE UP 03

CLOSE UP 02




