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公 民館から見た黄金 山山頂  

開会式（10:00～10:20 2 階大集会室） 
仁保新町保育園児のお遊戯と歌「にじ」 

 

遊・友ギャラリー（10:00～17:00） 
公民館や地域で活動しているグループ、団体による作品の 

展示、グループ紹介です。 

 
遊・友ステージ（10:30～18:00） 

10:30～11:00 書道パフォーマンス 

11:00～12:00 伝承遊び けん玉体験教室 

13:30～15:00 こどもチャレンジひろば 

16:00～18:00 カラオケと民踊の夕べ 

 

ふれ愛コーナー 
楽しい工作「わくわく創作ランド」（13:00～15:00） 

仁保・楠那地域包括支援センター「健康相談」（10:30～15:00） 

 

オレンジカフェ（10:30～15:00） 
仁保オレンジの会「コーヒーコーナー」 

 

バザーコーナー（10:30～15:00） 
焼きそば、むすび、いなり寿司、さつまいも汁、ジュース、お茶、

フランクフルト、フライドポテト、焼菓子、木製品の販売、 

乳幼児用品（リサイクル品）バザー等 

 

遊・友ギャラリー（10:00～15:00） 
公民館や地域で活動しているグループ、団体による作品の 

展示、グループ紹介です。 

 
遊・友ステージ（10:00～15:00） 
公民館グループや地域の活動グループの芸能発表会です。 

 

ふれ愛コーナー（10:30～15:00） 
楽しい工作「木目込み小物づくり」「パステルアート体験」 

囲碁・将棋体験（～14:00） 

 

バザーコーナー（10:30～15:00） 
うどん、持ち帰りうどん（※前売券のみの販売）、 

むすび、いなり寿司、ぜんざい、ジュース、お茶、 

フランクフルト、フライドポテト、野菜、焼菓子等を 

販売します。 

 

 

 

 

子育て支援ボランティア「さくらんぼくらぶ」 

リサイクルバザー物品募集 
 
公民館まつりにて、乳幼児（未就園児用）の物品のリサ

イクルバザーを行います。 

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、11 月 14 日（水）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。 

 

 
仁保公民館でバザー前売券を販売しています。  
前売券はお得な価格になっておりますので、ぜひお買い求めください。   

【販売品目】★焼きそば（17 日）、★むすび（17 日・18 日）、★いなり寿司（17 日・18 日）  
★うどん（18 日）、  持ち帰りうどん（18 日※前売券のみ）  

      ※「★」印の品目は当日券も販売いたします。  
 前売券販売期間：10/27（土）～11/10（土）  

《注意点》 
「持ち帰りうどん」は、前売券のみ販売します。当日券はありませんので、前売券をお買い求め 
ください。なお、「持帰りうどん」前売券を「うどん」当日券へ変更できませんのでご注意ください。 
「コーヒー」の前売券はありません。当日、現金でお買い求めください。 
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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。 

◇第１回：11月25日（日）◇第２回：12月2日（日） 

◇第３回：12月9日（日）  ◇第４回：12月16日（日） 各回とも13:30～15:30 

 

◆第１回〈１１月２５日〉 

   名前についての〈わたしの体験〉 

    鍋島 唯衣さん（コーディネーター） 

[プロフィール] すべての性の平等を願うフェミニスト、一市民 

2015年「被爆70年ジェンダー・フォーラム in広島」実行委員 

◆第２回〈１２月２日〉 

   「わたしの名前」の歴史をたどる  

    佛教大学社会福祉学部 教授 若尾 典子さん 

[プロフィール] 憲法学、ジェンダー法学。一人ひとりが自分を大切にできるために、法はなにができるのか。 

問題を抱える女性の声に耳を傾け、ともに生きる絆を結ぶために法の課題を探る。 

◆第３回〈１２月９日〉 

   「名前」とアイデンティティ  

    ひろしま女性学研究所 主宰 高雄 きくえさん 

[プロフィール] 1985年「家族社」を設立しミニコミ紙「月刊家族」を創刊（～2005） 

1990年家族・女性問題専門書店「ブックス家族」を開店（～2012）。 

2005年に書籍出版社「ひろしま女性学研究所」 

に名称変更。2015年「被爆70年ジェンダー・フォーラム in広島」を開催。 

◆第４回〈１２月１６日〉 

   「わたしの名前」と家族  

    立命館大学 法学部教授 二宮周平さん 

[プロフィール] 家族法、ジェンダー法。個人の尊厳と男女の実質的な平等を実現する家族法体系の研究を進める。 
 
 

◆場 所：仁保公民館 ◆対 象：どなたでも ◆定 員：40人（先着順）◆参加費：無料 

◆申 込：11月1日（木）から各回前日まで ※託児は各回1週間前までに 

◆日 時：12月22日（土）13:30～15:30 

◆場 所：仁保公民館 １階 実習室 

◆対 象：どなたでも  

◆講 師：園芸家 石田 邦夫さん 

◆定 員：15人 

◆参加費：1,000円（材料代） 

◆持参物：軍手・移植ゴテ 

持ち帰り用の袋 

◆申 込：12月15日（土） 

までに仁保公民館へ 

     

 

お正月の寄せ植えを作ります。華やかに年始を迎えて 
みませんか。 

 
◆日 時：12月23日（日） 10:00～13:00 

◆場 所：仁保公民館 １階 実習室 

◆内 容：【メニュー】ビーフストロガノフ、肉肉スープ 

ローストビーフのごちそうサラダ 

◆対 象：小学生と保護者 

◆講 師：料理探検家 田中 節子さん 

◆定 員：15組（先着順） 

◆参加費：無料  

◆持参物：エプロン・ふきん・バンダナ 

◆申 込：12月16日（日）までに 

仁保公民館へ  

◆共 催：広島県食肉事業協同組合連合会 

 

平成30 年（2018 年）は明治元年（1868 年）から起算して

150年の年に当たります。この150年は女性にとってどんな時代

だったのでしょうか。 

今は、性別による差別がなく個性や能力を十分に発揮できる社会へ

と変わってきているでしょうか。一緒に考えましょう。 

 
託児無料（要申込） 
※6人まで 

かんたんに作れる料理を楽しみ、食事の安全と健康を 
考えてみませんか。 

 



昔懐かしい ～心に残る童謡・唱歌～ 

～オカリナとアコーディオンのしらべ～ 

 

【高齢者いきいき活動ポイント対象事業】 

◆日 時：12月14日（金）13:00～15:00 

     ※11月はお休みです  

◆場 所：仁保公民館 2階大集会室 

◆対 象：おおむね65歳以上の方と、認知症に関心の 

ある方ならどなたでも  

◆内 容：認知症ミニ講座 

「認知症の理解とかかわり方」  

※本浦女性会によるコーラスあり 

◆参加費：100円（お茶代） ◆問 合：仁保公民館へ 

◆共 催：仁保オレンジの会 

仁保・楠那地域包括支援センター（286-6112） 

 

認知症について知りたいことや話したいことはありま

せんか？お気軽にどうぞ！ 

 

 

◆日 時：11月10日・24日、12月8日・22日  原則毎月第2・4土曜日 9:30～11:30 

           ※途中からでも参加可能です。公民館までお問合せください。 

◆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人（先着順） 

◆参加費：無料  ◆問 合：仁保公民館へ 

◆その他：パソコン貸出は5台まで。事前に来館、電話でお申込みください。 

【「南区花と緑のまちかどコンテスト」写真展】 

◆期 間：11月22日（木）～ 11月29日（木） 

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。 

 

【高齢者いきいき活動ポイント対象事業】 

◆日 時：12月7日（金）13:30～15:30 

◆場 所：仁保公民館 ２階大集会室 

◆内 容：童謡・唱歌を歌いましょう  

◆講 師：音楽家 佐伯 康則さん 

◆対 象：おおむね60歳以上の方で、「平成30年度仁保 

にこにこ大学」にお申込みをされている方 

※定員に達しました。たくさんのお申込み 

ありがとうございました。 

◆参加費：無料 

◆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 

◆日 時：12月8日（土）10:00～12:00 

◆場 所：宮の脇集会所（南区西本浦町5-2） 

◆対 象：おおむね60歳以上の方 ◆定 員：３０人 

◆演 奏：オカリナ奏者 寺本 智子さん 

アコーディオン奏者 野口 美紀さん 

◆参加費：無料 

◆申 込：12月7日（金）までに仁保公民館へ 

◆共 催：東霞シニアクラブ 

【「全国で活躍する広島のスポーツチーム」パネル展】 

◆期 間：12月3日（月）～12月28日（金） 

 クリスマスにはちょっとはやいけど、大学生のお兄さんお姉

さんと一緒に、とっておきのバウムクーヘンをつくろう！ 

 

 
◆日 時：12月16日（日） 

10:00～13:00 

     ※雨天決行 

◆場 所：仁保公民館 １階 実習室 

※外で焼くので、 

暖かい服装で来てください。 

◆対 象：小学生 

◆講 師：大学生のお兄さんお姉さん 

◆定 員：16人（先着順） ◆参加費：300円（材料代） 

◆持参物：飲み物・綿の軍手・エプロン・バンダナ 

◆申 込：12月8日（土）までに仁保公民館へ   

 

【高齢者いきいき活動ポイント対象事業】 

バウムクーヘンと広島（似島） 
 

第一次世界大戦中にドイツ人捕虜として似島に連行され

たカール・ユーハイム氏は、日本で初めて似島検疫所（現似

島臨海少年自然の家）でバウムクーヘンを作り、大正8年

（1919年）3月に広島県物産陳列館（現原爆ドーム）に 

出品しました。 

平成31年（2019年）3月にちょうど100周年を 

迎えます。 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

【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 東雲バス停下車徒歩3分） 

 

★11 月・12 月の公民館休館日カレンダー  

【11 月】 

★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・年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）・8 月 6 日（平和記念日）は休館日です。  

公民館使用承認申請、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  

 

【12 月】 

9 月5 日（水）、6 日（木）の二日間、仁保中学校の３年

生３人が、仁保公民館に職場体験に来てくれました。 

慣れない環境でしたが、男子３人で協力して、さまざまな

業務に一生懸命取り組んでくれました。 

グループ名 内　容 日　時 場　所 主催者（申込・問合せ等）

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。

12月19日
　※11月はお休み

（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

黄金山子育てひろば
「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。

11月28日
　※12月はお休み

（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。

11月21日、12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


