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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  

地域の友・仲間は「心・身体」、元気ですか。  

友達への「声かけ応援」はしていますか。  

みんなで見守り「心・身体」元気！  

 

◆日  時：10 月 7 日（金）13:30～15:30 

◆場  所：仁保公民館  2 階  大集会室  

◆講  師：心理カウンセラー・行動心理士  

白石  美帆さん  

◆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、9 月 30 日（金）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  

 

 

親子で一緒にふれあって、子育ての輪をひろげていき

ましょう♪  

◆日  時：10 月 14 日（金）  

10:30～11:30 

◆場  所：仁保公民館  ２階  大集会室  

◆内  容：親子で一緒に音楽にあわせて  

身体を動かします。  

◆講  師：リトミック講師  

胡子  喜美子さん  

◆対  象：3 歳までのお子さまと  

その保護者  

◆定  員：15 組（先着順）  

◆参加費：無料   ◆持参物：飲み物  

◆申込み：10 月 13 日（木）までに  

仁保公民館へ  

◆その他：動きやすい服装でお越しください。  

 

 

 
芸術の秋、ヴァイオリンのしらべを  

楽しんでみませんか。  

 
◆日  時：10 月 24 日（月）  

13:30～14:30 
◆場  所：仁保公民館  2 階  大集会室  
◆内  容：秋のヴァイオリンコンサート  
◆演  目：モンティ作曲  

「チャルダッシュ」他  
◆講  師：ヴァイオリニスト   

中畝  みのりさん  
◆対  象：どなたでも  
◆定  員：30 人  ◆参加費：無料  
◆申込み：10 月 23 日（日）までに  

仁保公民館へ  
◆共  催：本浦女性会  
 

 

◆日  時：10 月 3 日（月）  

10:30～11:30 

◆場  所：仁保公民館  ２階  大集会室  

◆内  容：子どもと一緒に音楽コンサート  

◆演  奏：広島きらきら母交響楽団のみなさん  

◆演  目：「夢をかなえてドラえもん」他  

◆対  象：未就学児とその保護者  

◆定  員：20 組（先着順）  

◆参加費：無料  

◆申込み：10 月 2 日（日）  

までに仁保公民館へ  
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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。  

9 月、10 月の参加者を募集します。  

 

◆開催日：   9 月 10 日・24 日、  

10 月 8 日・10 月 22 日  

原則毎月第 2・4 土曜日  

◆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。  

 

【金箔アート展】 
◆期  間：9 月 5 日（月）～9 月 29 日（木）  

◆出展者：上野  敬子さん  

 

【ふれあいポスター展】 
◆期  間：10 月 17 日（月）～10 月 27 日（木） 

◆共  催：仁保中学校区ふれあい活動推進協議会  

 

【花と緑のまちかどコンテスト写真展】 

◆期  間：11 月 4 日（金）～11 月 10 日（木）  

◆共  催：南区役所地域起こし推進課  

 

悪質商法、特殊詐欺、身近な犯罪の最新情報や

傾向・対策を学びます。  

 

◆日  時：10 月 28 日（金）  

13:30～15:30 

◆場  所：仁保公民館  2 階  大集会室  

◆内  容  

（前半）詐欺・悪質商法に騙されない！  

消費者トラブル最新情報と対策  

（後半）特殊詐欺の最新情報、地域防犯について  

◆講  師  

（前半）広島県金融広報アドバイザー  

（後半）広島南警察署生活安全課警部補   

◆対  象：どなたでも  

◆参加費：無料  

◆申込み：10 月 26 日（水）までに仁保公民館へ  

◆共  催：南防犯組合連合会仁保支部  

南防犯組合連合会黄金山支部  

     仁保・黄金山地区暴力追放連絡協議会  

 

 

童謡・唱歌を歌いながら、ご一緒に  

楽しいひとときを過ごしてみませんか。  

 

◆日  時：9 月 10 日（土）10:00～11:30 

◆場  所：宮の脇集会所（南区西本浦町 5-2）  

◆内  容：みんなで童謡・唱歌を歌いましょう  

◆講  師：音楽療法士  渡辺  民栄さん  

     ピアニスト  平井  剛治さん  

◆対  象：おおむね 60 歳以上の方  

◆参加費：無料  

◆申込み：9 月 9 日（金）までに仁保公民館へ  

◆共  催：東霞町シニアクラブ  

第31回 仁保公民館まつり開催！ 

活動グループの作品展示・ステージ発表・バザーなど、楽しいコーナー盛りだくさん！ 

※詳しくは公民館だより（11・12月号）でお知らせします。 

公民館まつりにて、未就園児用の物品の不用品バザーを行います（開催日は未定）。  

おうちにねむっている乳幼児の服、おもちゃ、絵本などがありましたら、  

10 月 31 日（月）までに仁保公民館までお持ちください。ご協力よろしくお願いします。  

 

平成28年度 

☆開催日 11 月19 日（土）・20 日（日） 



◇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 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 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 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！ 

 

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 ９月１７日（土） １３:00～１５:00 
●内 容 カラオケ  
●ひと言 課題曲を歌うだけでなく、発音発声の

トレーニングを行っています。 
●材料費 100 円（教材費） 

 

●日 時 ９月２４日（土） １３:00～１５:３０ 
●内 容 音楽の練習  
●ひと言 みんなで楽しく楽器を演奏しています。

お気軽にご参加ください。 
 

湯来の住民が似島へ移住したという由縁が！  

湯来＆似島のコラボ企画です  

 

◆日  時：9 月 25 日（日）10:30～14:30 

◆場  所：似島臨海少年自然の家  

◆内  容：湯来＆似島の特産品の販売、屋台、  

レンタサイクル、仮装のど自慢  

バウムクーヘンづくり・染物体験など  

※先着 200 名バウムクーヘンプレゼント  

（子ども限定）  

◆主  催：似島地区コミュニティ交流協議会  

     似島公民館  

◆問合せ：似島公民館  

     （電話  259－1100）  

あなたが大切にしている「ひと・もの・こと」をテーマにした

動画を募集しています。優秀作品は街頭の大型ビジョンで放映！ 

 

◆応募資格 

 広島市内か近隣市町に在住または市内に通勤・通学の 

35歳までの勤労青少年や大学生・専門学校生等 

◆応募作品 

 あなたが大切にしている「ひと・もの・こと」を 

テーマにした12秒または27秒の動画。 

※詳細は、広島市勤労青少年ホーム（中央・安佐・佐伯）へお問

合せいただくか、 

http://www.cf.city.hiroshima.jp/yt-asa/cmtaishou.html 

をご覧ください。 

◆応募締切 １０月１５日（土）必着 

◆主  催 広島市勤労青少年ホーム(中央・安佐・佐伯) 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

日 月 火 水 木 金 土 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

★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 

みんなでサンフレッチェ 
広島を応援しよう！ 
（10月のホームゲーム） 

会場 エディオンスタジアム広島 

☆10月1日（土）19:00 

  ＶＳ．FC東京   

☆10月29日（土）14:00  

  ＶＳ．アビスパ福岡 

 

 

【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） 

 

★9 月・10 月の公民館休館日カレンダー  

【9 月】 【10 月】 

が休館日です。 

★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  

 

絵画・写真・書や工芸・手芸など、６０歳以上の方の公募作品を展示します。 

「人生の達人」の皆さんの心あたたまる力作をぜひご覧ください。  

◆期  間：9 月 3 日（土）～9 月 11 日（日）10:00～18:00 

【ただし最終日は 15:00 まで】  

◆会  場：合人社ウェンディひと・まちプラザ（中区袋町 6 番 36 号）  

◆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  

（電話  541-5335）  

 

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。

9月1日、10月6日
　（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。

9月21日、10月19日
（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

10月13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。

9月28日・10月26日
（原則毎月第4水曜日）
10:00～11:30

黄金山児童館
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。

9月14日、10月12日

（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


