
こちらのマークが記載されている事業は【高齢者いきいき活動ポイント対象事業】です。 
高齢者いきいき活動ポイント手帳に押印しますので、お持ちの方は手帳をご持参ください。 

申込期間内にお電話又は公民館窓口で申込みをしてください。 

申込開始日の記載がない講座は、10 月 1 日(土)より受け付けます。 

※参加申込みの際にお寄せいただいた個人情報は、事業運営の目的以外には使用しません。 

  

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止となる可能性があります。 
発熱やかぜの症状がある方など、体調に不安のある方は参加を控えてください。 
引き続き、感染防止対策（①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗いと 
“三密”〔密集・密接・密閉〕の回避等）をした上でのご利用をお願いします。 

主催事業のご案内 

高齢期の医療や介護についてお話ししましょう。 

認知症予防にも！個別相談、当日でもOKです！ 

｜日 時｜ 10 月２8 日（金）、 

｜日 時｜ 11 月25 日（金） 
  13：00～15：00 

｜場 所｜ 青崎公民館 2階 研修室１ 

｜共催・問合｜ 大州地域包括支援センター 

 （☎(082)581-6025） 
※事前にご相談内容をお知らせいただければ、 
専門家が参ります。 
「青崎公民館のたんぽぽで相談したい」と 
お電話等でご予約ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｜住 所｜ 〒734-0053 広島市南区青崎一丁目１２番７号 
｜エリア内人口｜ 男性：11,111人 女性：10,119人 世数：10,713世帯（令和 4年 8月末現在） 
｜ホームページ｜ http://www.cf.city.hiroshima.jp/minamiku-k/aosaki-k/ 
｜Ｅ メ ー ル ｜ aosaki-k@cf.city.hiroshima.jp 
｜開 館 時 間｜ 午前８時半～午後 10時 
｜受 付 時 間｜ 午前８時半～午後５時 15分（木・金は午後９時まで） 
｜休 館 日｜ 【10月】 毎週火曜日、10日(祝・月) 
              【11月】 毎週火曜日、3日（祝・木）、23日（祝・水） 

【講座申込み・問合せ先】 (公財)広島市文化財団 青崎公民館 TEL/FAX （０８２）２８１-３８０２  

 

 新型 
コロナ 
ウイルス 
感染対策 
について 

 申込み 
について 

 

絵本の読み聞かせ 

おはなし た★ん★と 
子育て 

向け 

無料 対象：乳幼児とその保護者、 
祖父母の方もどうぞ 

申込不要 

 11月は「健康相談室」（裏面）も行われます。 

０歳から楽しめる絵本のおはなし会です。 
わらべうた遊びや大型絵本もあります。 

｜日 時｜ 10月3日（月）、11月7日（月） 
10:30～11:30 ※時間中の出入り自由 

｜場 所｜ 青崎公民館 2階 研修室１ 

パソコン操作のお悩み相談 

あおさきパソコンサロン 

対象：パソコン 
初心者の方 

おとな 
向け 

無料 申込不要 

パソコンの基本的な使い方に関しての疑問等に、 
地域の方が相談に乗ってくださいます。 

｜日 時｜ 10月9日・23日、11月27日 

いずれも日曜日  ９：30～11：30 
 ※時間中の出入り自由 

｜場 所｜ 青崎公民館 2階 会議室２   
｜持ち物｜ ノートパソコン、筆記用具、 

質問内容のメモなど 

寝つきや睡眠の質が悪いなどの悩み改善に向けて、 
睡眠について学び、体操をしてみましょう。 

｜日 時｜ 10 月21 日（金）13：30～15：00 

｜場 所｜ 青崎公民館 ホール   

｜持ち物｜ 筆記用具、スリッパ、動きやすい服装 

｜定 員｜ 5０人（先着順） 

｜講 師｜ なのはな整形外科クリニック 

理学療法士 岡本 拓也 さん 
｜講 師｜ オール薬局青崎店 

                                        薬剤師 松本 直也 さん 

｜共 催｜ 青崎地区公衆衛生推進協議会 

｜申 込｜ 10月 16日（日）まで 

「Ｗｏｒｄの基礎・メッセージカード編」 
｜日 時｜10 月 13 日・27 日、11 月 10 日・24 日、 

｜日 時｜12 月8 日・22 日 いずれも木曜日 
 14：00～16：00 

｜場 所｜ 青崎公民館 2階 研究室 2   

｜定 員｜ 11人（先着順） 

｜内 容｜ Wordの基礎を習ってお知らせ文章作り（４回） 

「筆ぐるめ」を使ってメッセージカード作り（２回） 

｜講 師｜ パソコンスクール HOPS インストラクター 

｜参加費｜ 8,380円 
＝【受講料】1回 2時間 1,250円×6回＋【テキスト代】880円 
※ 参加費は、初回に徴収します。欠席の場合、返金できません。 

｜持ち物｜ 筆記用具、ノートパソコン（windowsに限る） 
     ※パソコンの貸し出しも可。ご希望の方は 1回 2時間 440円。 

｜申 込｜ 10月 9日（日）まで 

ヴィオラとピアノの生演奏 

から得られる感動と、 

音楽を通して平和へのメッ 

セージを届けます。 

平和について、ご一緒に 

あらためて思いをはせる 

ひとときを過ごしませんか。 

｜日 時｜ 11 月19 日（土） 

10:00～11:30 

｜場 所｜ 青崎公民館 2階 研修室 1 

｜定 員｜ 30人（先着順） 

｜演 奏｜ ヴィオラ  沖田 孝司 さん 

｜演 奏｜ ピアノ    沖田 千春 さん 

｜申 込｜ 11月 14日（月）まで 

おとな 
向け 

対象：成人 

ゆっくり学ぶ♪ 

あおさきパソコン教室 

おとな 
向け 

無料 対象：どなたでも 

健康講座 

ぐっすり眠る秘訣と体操 

高齢期の暮らしに関する相談と情報交換の場 

お茶べりサロン たんぽぽ 
おとな 

向け 

無料 対象：どなたでも 申込不要 

親子 
向け 

対象：0歳～未就園児と男性保護者 無料 

男女共同参画事業 

パパと遊ぼう！親子体操教室 

お父さんならではのダイナミックな動きを楽しみ、 

体操の後は、南区の保健師さんを囲んで 

育児の悩みなどを話しましょう！ 

｜日 時｜ 11 月12 日（土） 
10：00～11：30 

｜場 所｜ 大州学区集会所 
（もみじ銀行大州支店東隣） 

｜定 員｜ 10組（先着順） 

｜講 師｜ （株）クリエクト 髙畑 かな子 さん 

｜持ち物｜ 飲物、汗拭きタオル、動きやすい服装 

｜共 催｜ 南保健センター、大州学区母親クラブ、 

｜共 催｜ 大州地区民生委員児童委員協議会 

｜申 込｜ 11月 2日（水）まで 

女性保護者の方

も大歓迎！ 

｜日 時｜ ①11 月9 日（水） ②10 日（木） 

13：30～16：00 ※1回のみの参加も可。 

｜場 所｜ 青崎公民館 2階 実習室 

｜定 員｜ 12人（先着順） 

｜内 容｜ ①もみじ模様のお皿（手びねり） 

｜内 容｜ ②干支の置物（うさぎ） 

｜講 師｜ 陶芸愛好家 谷口 正博 さん 

｜参加費｜ 1回につき 800円 

｜持ち物｜ タオル、エプロン、汚れてもいい服装 

｜申 込｜ 11月 4日（金）まで 

おとな 
向け 

対象：どなたでも 無料 

音楽で伝える平和への思い 

ピースコンサート 

 

①        ② 

 
※作品は、出来上がり後、 
公民館内で展示させて 
いただきます。 
引き渡しは、 
12月 21日（水）以降 
となります。 

シニア 
向け 

対象：おおむね６５歳以上の方 

楽しい物づくりと交流の場 

いきいき手仕事工房～陶芸～ 



グループ体験会のご案内 

● 『野鳥の魅力パネル展』  10月 1日（土）～15日（土） 

● 『広島市水道局第 46回児童生徒図画・ポスターコンクール入賞作品展』 

及び 『第１３回水のフォトコンテスト入賞作品展』  10月 17日（月）～28日（金） 

場所：青崎公民館 1階 ロビー   ※ロビー展では、定期的に内容を変えて開催しています。お楽しみに！ 

青崎公民館まつり（グループ活動成果発表会）の開催のお知らせ！  
 

青崎公民館の利用者団体・グループ等の皆さんによる 

日頃の学習、活動の成果発表会を「青崎公民館まつり」として開催します。 
市ガイドラインに定める感染拡大防止対策を講じた上、 

11 月6 日（日）午前１０時から青崎公民館ホールで実施する予定です。 
「舞台発表」や「作品展示」などのプログラム内容は、 
１０月下旬発行予定の公民館だより（特集号）でお知らせします。 
発表会の成功に向けて皆様のご理解とご協力をお願いします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては、中止等となる可能性があります。 

■ 南保健センター 『健康相談室』 
｜日 時｜ 11月 7日（月） 9：30～11：00 
｜場 所｜ 青崎公民館 2階 和室 
｜持ち物｜ 母子健康手帳、バスタオル 
｜予 約｜ あらかじめご予約の上、お越しください。ご予約は 1か月前から可能です。 

ご予約・お問い合わせは、南保健センター（☎(082)250-4133）までご連絡ください。 
 

■ 地域のオープンスペース  
子どもさんと一緒に公園感覚で遊びましょう。いずれも 10：00～11：30です。 

オープン 
スペース名 

大州地区子育て応援 
オープンスペースおおず 

子育てルーム 
あい ♡ あい 

向洋新町子育て 
ひろば☆キララ☆ 

日にち 10月 5日（水）・11月 2日（水） 10月17日（月）・11月21日（月） 10月 14日（金）・11月 11日（金） 

場 所 大州学区集会所 青崎公民館 向洋新町会館 
 

■ 南消防署青崎出張所からのお知らせ 
『お出かけは マスク戸締り 火の用心』 （2022年度全国統一防火標語） 

■ 公民館だよりの無料配布にご協力いただきありがとうございます。  
中国新聞青崎販売所・中国新聞スタジアム通り営業所・中国新聞府中南販売所 
朝日新聞サービスアンカーＡＳＡ府中西部 

■ 音訳ボランティア 「青空」 からのおしらせ 

『公民館だより』と新聞記事などを録音した CDを公民館に置いています。公民館にお問い合わせください。 

【10月】 コンロから目を離さないで！！ ～てんぷら油火災にご注意を！～  
【11月】 秋の火災予防運動 11月 9日～11月 15日  １１月９日は｢１１９番の日｣ 

 

生涯学習応援企画！ １１月 は 『公民館へ行こう月間』 を開催します！！ 

青崎公民館のグループの活動を体験してみましょう♪ 
何かしたいな、趣味がないなという方、ぜひこの機会に気になるグループにご参加ください。 
複数のグループにご参加いただけます。 

【参加方法】 
① 青崎公民館へ申込の連絡 
※原則、各体験日の 2日前（前々日）まで 

② 当日、公民館の窓口で受付 

③ グループさんのいる部屋で体験！ 

 

ロ
ビ
ー
展 

「弦楽器で奏でるブラジル音楽の世界」 
ブラジルの弦楽器「10弦バンドリン」や「７弦ギター」が奏でる、ショーロやサンバ、ボサノバなど 
名曲の数々を聞きながら、夏真っ盛りのブラジルに思いを馳せ冬の寒さを吹き飛ばしましょう。 

｜日 時｜ 12 月9 日（金）  13：30～15：00 

｜場 所｜ 青崎公民館 2階 研修室１ 

｜定 員｜ 30人（先着順） 

｜曲 目｜ カーニバルの朝、ブラジル風バッハ一番、ピシンギンニャにバラの花を 他 

｜演 奏｜ Bossa ｎo Ar（ボッサ・ノ・アル） 

｜申 込｜ 12月 5日（月）まで 

対象：おおむね６５歳以上の方 

楽しく学ぼう 

青崎いきいき大学 
シニア 

向け 
無料 

ふ れ あ い 情 報 広 場 📢 

グループ名 内　　容 定員 参加費 持参物等 普段の活動日

10:00～13:00 かんたん料理教室
料理実習
※申込：10/30（日）まで どなたでも ５名 1,000円

エプロン、
三角巾、
ふきん

第１水

13:40～15:30 やさしい気功ヨガ
ヨガ（ご高齢、足腰に痛みのあ
る方にも）

どなたでも 6名
動きやすい服装、
タオル、飲み物 水

4 金 14:00～16:00 フィットネス体操 健康体操 どなたでも 動きやすい服装 金

5 土 10:00～12:00 大人の週末あさえいご 英会話 成人
筆記用具、
あれば英和辞典

第1,3土

 9:30～11:30 青空（音訳ボランティア） 音読と公民館便吹き込み練習 どなたでも なし 第2,最終水

 9:30～12:30 フランス刺しゅう一針一針の会 フランス刺繍の体験 どなたでも 300円(材料代) なし 第2,4水

14:30～15:00 青崎バウンドテニス同好会 バウンドテニス 大人 運動靴 水

10:00～12:00 青崎足もみ同好会 自分の足もみ体験 どなたでも 4名 飲み水 第1,2木

13:30～16:00 もくれん 卓球 どなたでも ５名 ラケット、上履 木

20:00～21:00 マザーズビーチボールバレー ビーチボールバレー 成人(18歳以上) 8名
水分、タオル、
シューズ 木

11 金 10:30～11:30 スマイルヨガの会 ヨガ(実習) 女性のみ 10名
バスタオル、
飲みもの

第2,3,4金

12 土 19:00～21:00 ふれあい日本語教室
ボランティア教室で
日本語を指導

広島市民
府中町民

上限なし
筆記用具、
ノート 土

13 日 10:30～12:00 バウンドテニス日曜会 バウンドテニス 小学生と親 2組(4名) 運動靴 日

14 月 13:30～15:30 青崎太極拳 太極拳 どなたでも 10名
動きやすい服装、
上靴、飲物 月

16 水 19:00～21:00 青崎詩吟クラブ 詩吟 小学生以上 なし 第1,3,4水

17 木 13:00～16:00 青崎竹洋会 上田宗箇流 茶道 どなたでも
あれば
白いソックス 第1,２木

19 土 9:00～10:00 スポーツエアロビック 競技エアロビック どなたでも
飲み物、タオル
動きやすい服装、
室内靴

土

20 日 17:00～20:00 TMC ミニテニス 小学生以上 8名
体育館シューズ、
タオル

日

26 土 10:00～12:00 青崎吟詠会 詩吟 どなたでも なし 第1,2,4土

27 日 9:00～12:00 安芸路そば打ち同好会 手打ちそばの学習 未経験者 1,500円
エプロン、
三角巾(バンダナ) 第２日

28 月 10:00～12:00 絵手紙サークル 絵手紙を描く 初心者 3名 無料 なし 第4月

体験日時 対象

2 水

無料

５名

9 水

無料

10 木

５名

5名


