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※仁保公民館だより「にこにこ仁保」は、各町内会長様をはじめ、役員の方々の手で各家庭へ配布いただいております。 

公 民館から見た黄金 山山頂  

待ちに待った夏休み！「科学」をテーマに、“あそび”と 

“ものづくり”で、たくさん発見をしよう！ 

犬や猫は人間にとって大切なパートナー。 

動物たちの命と向き合う人々を追ったドキュメンタリー

映画を上映します。 

小さな「命」について一緒に考えてみませんか。 

 

◆日 時：7 月24 日（日）10：00～12：00 

     ※うち上映時間約 50 分 

◆場 所：仁保公民館 2 階 大集会室 

◆内 容：映画の上映と制作者のお話 

◆対 象：小学生（※興味のある方ならどなたでも） 

◆参加費：無料 

◆申 込：7 月 22 日（金）までに仁保公民館へ 

◆共 催：市民活動で映画製作をする会 

 

 

 

旬の野菜をつかった、手作りピザにチャレンジ☆ 

アレンジもお好みで、夏休みのランチはこれで決まり！ 

 

◆日 時：8 月7 日（日）10：00～13：00 

◆場 所：仁保公民館 1 階 実習室 

◆内 容：夏野菜の手作りピザ、スープ、デザート 

◆講 師：料理探検家 田中 節子さん 

◆対 象：小学生とその保護者 

◆定 員：24 人 

◆参加費：一人 300 円 

◆持参物：エプロン・三角巾・ふきん 

◆申 込：7 月 31 日（日）までに仁保公民館へ 

 

 

 

◆日 時：8 月19 日（金）13:30～15:30 

◆場 所：仁保公民館 2 階 大集会室 

◆内 容：科学のふしぎを実験＆体験します。  

     新記録にも挑戦！ 

◆対 象：小学生 ◆定 員：30 人（先着順） 

◆参加費：100 円（材料代）  

◆講 師：サイエンスインストラクター 

 山縣 圭子さん 

◆申 込：7 月 31 日（日）までに仁保公民館へ 

 

 

◆日 時：8 月22 日（月）10:00～12:00 

◆場 所：仁保公民館 2 階 大集会室 

◆内 容：植物「藍」を使ったカンタン染物づくり 

◆対 象：小学生 ◆定 員：30 人（先着順） 

◆参加費：100 円  

◆講 師：サイエンスインストラクター 

 山縣 圭子さん 

◆申 込：7 月 31 日（日）までに仁保公民館へ 
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みんなでサンフレッチェ広島を応援しよう！ 

広島市学区体育団体連合会と公益財団法人広島市

スポーツ協会は、「地元広島のトップスポーツを応援

することで、広島のスポーツ振興及び地域の活性化

を図ることを目的として「トップスポーツチーム応

援事業」を実施しています。 

（７・８月のホームゲーム）会場 ｴﾃﾞｨｵﾝｽﾀｼﾞｱﾑ広島 

７月 ２日（土） １９：００  ＶＳ．ジュビロ磐田 

７月 ９日（土） １９：００  ＶＳ．鹿島アントラーズ 

７月１７日（日） １９：００  ＶＳ．横浜Ｆ・マリノス 

７月２３日（土） １９：００  ＶＳ．ヴィッセル神戸 

８月 ６日（土） １９：００  ＶＳ．名古屋グランパス 

８月２０日（土）  未  定   ＶＳ．ヴァンフォーレ甲府 

 

災害は突然わたしたちを襲います。災害現場での

体験談をお聞きし、防災の知識を学びましょう。  

 

◆日 時：8 月 5 日（金）13：30～15：00 

◆場 所：仁保公民館 2 階 大集会室 

◆講 師：広島南消防署東本浦出張所長 

横山 圭介さん 

◆対 象：おおむね 60 歳以上の方 

◆参加費：無料  

◆申 込：仁保にこにこ大学に申し込まれて  

いない方は、7 月 31 日（日）までに 

仁保公民館へ 

◆主 催：仁保学区社会福祉協議会  

     仁保学区老人クラブ連合会、仁保公民館 

 

 

パソコンの簡単な操作方法や疑問点にボラン

ティアの方がお答えします。パソコンの持ち込み

も可能です。 

７月、８月の参加者を募集します。  

 

◆開催日：  7 月 9 日・23 日、8 月 27 日 

原則毎月第 2・4 土曜日 

※８月 13 日はお休みです。 

◆時 間：9：30～11：30 

◆場 所：仁保公民館 2 階  会議室 

◆対 象：パソコン未経験者か初心者  

◆定 員：10 名(申込順) 

◆参加費：無料 

※パソコン貸出は５台まで。事前に来館、  

電話または FAX でお申込みください。  

 

【ニュー旭ヶ丘写真クラブ写真展】 

◆期 間：6 月 18 日（土）～7 月 8 日（金） 

◆提 供：ニュー旭ヶ丘写真クラブ  

 

【園児たちの作品展】 

◆期 間：7 月 25 日（月）～8 月 26 日（金） 

◆共 催：仁保保育園、仁保新町保育園 

 

【連鶴展示】 

◆期 間：7 月 31 日（日）～8 月 10 日（水） 

◆提 供：連鶴講習会に参加された方  

 

※展示会場はいずれも仁保公民館 1 階ロビーです。 

 

連鶴に祈りを込めて「平和」「夢」「希望」のメッセージを仁保から発信します。 

特別な折鶴を作ってみませんか。 

◆日 時：７月 30 日（土）10:00～12:00 ◆場 所：仁保公民館 １階研修室１ 

◆内 容：連鶴づくり 

    ※一枚の折り紙でつながった鶴が折れます。今回作るものは、羽がつながっていて、  

まるで鶴が手をつないでいるかのように見えます。（公民館に見本があります）  

 ◆講 師：連鶴指導者  松本 紀子さん 

◆対 象：どなたでも（※小学生までは保護者同伴）  

◆参加費：無料 ◆申込み：７月２９日（金）までに仁保公民館へ。  

◆その他：出来上がった作品は８月１０日（水）まで公民館で展示します。（差支えない方のみ）  

 

 

夏休みの平和学習や 
工作にもいかがですか。 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 
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★仁保公民館の講座の申込みについて  

直接仁保公民館へ来館いただくか、電話または、ファクスで 

お申し込み（お問い合わせ）ください。 

TEL(082)281-1831 
FAX(082)281-1886 

 

【公共交通機関でお越しになる場合】 
☆ルート１ 
広島電鉄4号線（県庁前発 八丁堀―広島駅経由） 
仁保車庫または向洋新町行 東本浦バス停下車徒歩3分） 

☆ルート２ 
広島電鉄7号線（横川駅、または紙屋町発 市役所前―2号線経由） 
仁保車庫または向洋新町行 東雲町バス停下車徒歩3分） 

 

 
 ★7 月・8 月の公民館休館日カレンダー 

【7 月】 【8 月】 

が休館日です。 

グループ名 内　容 日　時 場　所 主催者（申込・問合せ等）

子育てオープンスペース
「にーほっほ」

紙芝居グループ「にーほっ
ほ」により開催されます。
オープンスペース時には紙芝
居を1～２話上演します。

7月7日
　※8月はお休みです。
（原則毎月第1木曜日）
9：30～11：30

仁保公民館
研修室2

紙芝居にーほっほ
※申込不要

さくらんぼくらぶの
「親子プレイルーム」

子育て支援ボランティア「さ
くらんぼくらぶ」により運営
されています。親子で楽しい
時間をすごしませんか。

7月20日
　※8月はお休みです。
（原則毎月第3水曜日）
9：30～11：30

仁保公民館
研修室2

さくらんぼくらぶ
※申込不要

ベビーサロン
ふれあいあそびをしながら楽
しく過ごしましょう。

対象：0歳児親子10組

7月14日（木）
10:00～11:30

仁保公民館
研修室2

仁保保育園
(281-1539)
仁保新町保育園
(282-4778)

黄金山子育て広場
「つぼみ」

こどもと遊びながら、親同士
の交流もできる、そんな広場
に遊びにきませんか。

7月27日・8月24日
（原則毎月第4水曜日）
10:00～11:30

黄金山会館
南区地域子育て支援センター
(250-4134)

乳幼児健康相談室
南保健センターの保健師が、

乳幼児の身体計測や育児相談
を行っています。

7月13日
　※8月はお休みです。
（原則毎月第2水曜日）
9：30～11：00

仁保公民館
研修室2

南保健センター
※申込不要

★仁保公民館の開館時間、窓口受付時間について 

  開館時間 8:30～22:00 ※火曜日・祝日・平和記念日は休館日です。 

公民館使用承認申請書、印刷サービス、図書利用の新規申込みなどの窓口業務は、以下の時間で受け付けております。 

《月・水・土・日曜日》8:30～17:15 《木・金曜日》8:30～21:00  

 

◆開催日：11 月 6 日（日） 

◆申 込：8 月 1 日（月）から、来館またはお電話で仁保公民館まで。 

◆その他：詳細は仁保公民館までお問い合せください。  

 

歴史的につながりのある山口市仁保へ  

一緒に行ってみませんか。  

 



 

●日 時 ８月８日（月） １９:００～２１:００ 
●内 容 社交ダンス 
●ひと言 初心者の方には基礎からレッスンをします。

男性の方も大歓迎！ 
●その他 ダンスシューズをお持ちの方は持ってきて

ください。 

◇問合せ・申込み：仁保公民館（電話 281-1831）まで。 
◇申込み期限：実施日の前日まで。 

●日 時 ７月６日（水） １３:００～１６:００ 
●内 容 社交ダンス 
●ひと言 初心者でも OK! 

誰でも踊ることができますよ。 

●日 時 ９月５日（月） １３:００～１６:００ 
●内 容 短歌の作成・鑑賞 
●ひと言 短歌を楽しんで作ってみましょう。お気軽

にお越しください！ 

●日 時 ９月９日（金） １９:００～２１:００ 
●内 容 フラダンス 
●ひと言 「笑顔で楽しく」を合言葉にレッスンをし

ています！ステージ発表や、福祉施設
でボランティア活動も行っています。 

●その他 動きやすい服装でお越しください。 

●日 時 ９月３０日（金） １３:００～１４:３０ 
●内 容 ヨガ  ●持参物 バスタオル 
●ひと言 ゆっくりとした呼吸法で心と体をリラックス。

自分のペースで行えます。 
体が硬くても大丈夫！ 

●日 時 ７月２１日（木） １３:００～１５:００ 
●内 容 カラオケ   ●教材費 200 円 
●ひと言 若い時の思い出の曲を歌ってみませんか。 

歌って健康になりましょう！ 
テープがあればご持参ください。 

 

●日 時 ８月２７日（土） ９:００～１２:００ 
●内 容 陶芸（粘土から整形、素焼き・色付け・本焼き） 
●ひと言 自分で作った器で料理をいただくと、大変

おいしく感じられます。 
一緒に楽しく作りましょう！ 

●日 時 ７月２０日（水） １０:００～１２:００ 
●内 容 中国語学習 
●ひと言 訳文を教材として使用し、中国の方の 

指導を受けて学習をしています。 

●日 時 ９月５日（月） １３:３０～１５:３０ 
●内 容 手話の学習、耳の不自由な方との交流 
●ひと言 みんなで楽しく手話を勉強しましょう！ 

●日 時 ９月８日（木） ９:３０～１１:３０ 
●内 容 転倒予防を目的とした簡単な体操など 
●ひと言 楽しみながら歌ったり身体を動かしたりし

ています。お気軽にご参加ください！ 

●日 時 ７月２７日（水） １０：００～１２:００ 
●内 容 木目込み人形作り ●材料費 実費 
●ひと言  かわいい小物も作っています。手先を

使って、楽しく活動してみませんか。 

仁保公民館で自主運営により学習活動をしているグループの体験会を実施します。 

●日 時 ９月８日（木） １３:３０～１５:３０ 
●内 容 パソコンの学習 ●教材費 500 円 
●ひと言 皆さんと和気あいあいと学習しています。

先生が何でも教えてくださいますよ！ 

●日 時 ８月２０日（土） 10:00～1２:00 
●内 容 パソコン学習（入力・インターネット） 
●ひと言 パソコンの基本操作から入力まで、ゆっ

くり学習できます！パソコンをお持ちの
方はご持参ください。 

●日 時 ９月９日（金） １９:００～２１:００ 
●内 容 フラダンス 
●ひと言 若さと健康を保つため、フラダンスをみ

んなで踊りませんか。 
●その他 動きやすい服装でお越しください。 

●日 時 ９月３日（土） １３:３０～１５:３０ 
●内 容 カラオケ  
●ひと言 私達と歌を唄って若返りましょう！ 

 

●日 時 ７月１５日（金） 10:00～11:00 
●内 容 親子体操（未就園児 H25.4.2～H26.4.1 生） 
●ひと言 先生のご指導のもと親子が一緒に遊び、 

体を動かしてスキンシップをはかります。 
ぜひ一度体験にいらしてください！ 


