
■大林保育園 ☎818-9060 
●必ず事前に電話で予約してください。 

7 月１日(金)から受け付けます。 

  ●育児相談もお受けしております。 

〈サタデー広場〉 

日時： 7 月 9 日（土）10:00～11:00 
内容： お外で遊びましょう (雨天中止) 
対象： 地域の未就園児の親子 3 組まで 

〈わらべうたあそび〉 

日時： 7 月 15 日（金）10:00～11:00 
内容： わらべうたであそびましょう (雨天中止) 

対象： 地域の未就園児の親子 3 組まで 

 

 
 
 
 
 

■安佐北区図書館 ☎814-０３０４ 

〈乳幼児向けおはなし会〉 

日時： 7 月 21 日（木）①10:30～②11:00～ 

●各回先着 4 組まで 

当日 10:00 から整理券を配布します。 

〈幼児・小学生向けおはなし会〉 

日時： 7 月 16 日（土） 14:00～ 

7月 24 日（日） 14:00～ 
●各日先着 4 組まで 

当日 13:30 から整理券を配布します。 

〈児童向け講座 「SDGｓ×自由研究」 〉 

日時： 7 月 23 日（土） 13:30～15:30 
対象： 小学生 ※３年生までは保護者同伴 

定員： １２人(申込先着順) 

●1 日(金)9:00 から来館か電話、FAX、広島

市立図書館ホームぺージの申込フォームで受付 

〈図書の展示〉「科学の世界へようこそ」 

期間： ７月 1 日（金）～3１日(日) 
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■三入東児童館 ☎818-6741 

〈7 月行事予定〉 ●申込制です。 

日 時 内 容 

7 日(木)15:00～16:00 平和のつどい 

11 日(月)15:30～16:30  卓球を楽しもう 

20 日(水)14:30～15:30 一輪車を楽しもう 

〈育児サークルぷちとまと〉 
●申込不要です。直接お越しください。 

原則毎月第２・４木曜日に開催します。 

日時： 7 月 14 日（木）、28 日（木）10:30～12:00 

内容： おもちゃで楽しく遊びましょう  

対象： 未就園児とその保護者 

■三入児童館 ☎818-1170 

〈７月行事予定〉 

日 時 内 容 

16 日(土)10:00～12:00 切り絵クラブ 

21 日(木)15:00～16:30  茶道クラブ 

〈子育てサークルアンパンマン〉 
●申込不要です。直接お越しください。 

原則毎月第２・４金曜日に開催します。 

日時： 7 月 8 日（金）、22 日（金）10:00～11:30 

内容： おもちゃで楽しく遊びましょう 

対象： 未就園児とその保護者 

 

■三入地区社会福祉協議会 

〈無料相談会〉  ☎８１８－１０１４（池田） 

日時： 7 月 21 日（木）、8 月 18 日（木） 

１３:00～１６:00 

場所： 三入公民館 会議室１ 

内容： 相続、遺言、成年後見などの相談会 

【共催】ＮＰＯ法人ひろしま相続・後見サポートセンター 

●原則毎月第 3 木曜日に開催します。 

お気軽に、直接会場にお越しください。 

パソコンお助けルーム 

パソコンボランティアのみなさんといっ

しょにパソコン操作を学習しましょう。 

■日 時：①７月２０日（水） 

②８月  ３日（水） 

両日とも 13:00～15:00 

■場 所：三入公民館 研修室２ 

■内 容：①暑中見舞い ②残暑見舞い 

■対 象：パソコン初心者 

■定 員：各回７人（申込先着） 

■参加費：無料 

■持参物：ノートパソコン、筆記用具 

■申込み：公民館へ電話か来館で 

【協力】三入公民館パソコンボランティア 

今月の「野菜作り体験教室」は… 

７月 14 日（木）9:30～11:30 

小松菜、にんじん、冬瓜のたねまき 

たくさんの方の思いがつまった 

「平和の折り鶴」ができました！ 

折り鶴は、公民館職員が

大切につづり、８月４日

(木)に開催する『平和の集

い(三入児童館共催)』で展

示します。その後、平和記

念公園へ捧げます。 

たくさんのご協力あり

がとうございました。 

 

 ロビー展示 

三入公民館利用グループ 

「華墨会（水墨画）」作品展（１階ロビー） 

日頃の成果作品を展示します。単色で描か

れた線の芸術、水墨画の魅力をご堪能くだ

さい。不思議と色が見えてきませんか？！ 

〈展示期間〉７月２日(土)～２８日(木) 

 

 
松尾英司絵画作品展（２階ロビー） 

７月３１日開催の親子似顔絵教室の講師、松

尾英司さんの作品展です。ていねいに描かれ

た地元の町の風景画や似顔絵を展示します。 

〈展示期間〉７月７日(木)～３０日(土) 

加藤昇さん 木工工作作品展 
『7 月 めだか』（１階ロビー） 

毎年恒例の水鉢がロビーに登場します。 

そ～っとのぞいてみてごらん♪ 

〈展示期間〉７月 1 日(金)～３０日(土) 

「わがまちふるさと自慢 第 2 回」 

７月 25 日（月）10:00～12:00 
■場 所：三入公民館 ホール 
■持参物：第 1 回で配布した資料、筆記用具 

※今年度の参加受付は終了しました。 

～第 1回三入公民館利用グループ代表者会開催のお知らせ～  
●日  時：７月１６日（土）10:00～12:00 
●協議内容：グループ代表者会役員の選出、第３７回公民館まつりについて、 

第３６回ふれあいフェスティバルについて、その他報告事項 

※各グループ１名の参加をお願いいたします。 

■ＪＲ可部線を生かしたまちづくり実行委員会 

「魅力発見！クイズの旅」に出かけよう！ 

期間： 7 月 1 日（金）～9 月３０日(金) 

●JR 可部線有人駅、公民館(可部・亀山・三入)、区役

所地域起こし推進課に置いてある「チラシ(景品応募用

紙)」と「可部線お散歩マップ」を入手し、可部線沿線

のクイズ設置場所でクイズを解くだけ！クイズの正解

数に応じて抽選で景品が当たります。 

応募方法はチラシに掲載しています。 

●問合せ：安佐北区地域起こし推進課 

☎819-3904 

親子で楽しくふれあいのひとときを過ごしまし

ょう。原則毎月第１金曜日に開催しています。 

■日 時：７月１日（金）10:00～11:30  

■場 所：三入公民館 研修室１ 

■内 容：歯みがき指導、絵本の読み聞かせなど 

■対 象：0～1 歳児とその保護者  

■申込み：不要 

【主催】オープンスペース子育てひろば「みるく」運営

委員会、三入公民館 

 【乳幼児の健康相談室】同時開催します 

時間：9:30～11:00 場所：三入公民館 和室 

問合せ：安佐北区総合福祉センター ☎819-0616 

子育てひろば「みるく」 


