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公 民館から見た黄金 山山頂  

【高齢者いきいき活動ポイント対象事業】 

◆日 時：1 月11 日（金）・2 月8 日（金） 

13:00～15:00 

◆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  

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！ 

 

 

◆第１回：2 月23 日（土）13:00～15:00 

   仁保の明治・大正 （おはなし） 

    仁保郷土史会 吉岡 出雲さん 

 

◆第２回：3 月9 日（土）9:30～1200 

   明治・大正の跡を探訪する （まち歩き） 

    仁保郷土史会のみなさん 
 

◆場 所：①仁保公民館 2 階大集会室  

②仁保地域（雨天決行） 

※集合 中国新聞仁保販売所駐車場付近 

（南区仁保 3 丁目 9-5） 

      解散 仁保公民館 

◆対 象：どなたでも  

◆定 員：20 人（先着順）◆参加費：無料 

◆申 込：①2 月 22 日（金） 

②3 月 8 日（金）までに仁保公民館へ 

◆共 催：仁保郷土史会 

明治・大正期の仁保の様子を、講話とゆか

りのある跡のまち歩きで理解を深めます。

お気軽にご参加ください。 

 

新年あけましておめでとうございます 
旧年中はひとかたならぬご愛顧にあずかり、誠にありがとうございました。  
本年が皆様にとって幸多い年になりますようお祈り申し上げます。 

 

 

 

竈神社から渕崎港・東雲・猿猴川を

望む。手前の建物は渕崎小学校 

東雲から黄金山を望む。明治から

昭和 40年ころまでの仁保の原風景 

◆内 容：【1 月】認知症ミニ講座「忘れん脳生活を送ろう」  

※「仁保黄金琴奏会」による大正琴の演奏あり 

【2 月】認知症ミニ講座 

※「仁保オレンジの会」による紙芝居上演あり 

◆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） 

 

http://www.cf.city.hiroshima.jp/minamiku-k/niho-k/


～毎日を笑顔で健康に過ごすために～  
※修了式 

～あなたの睡眠、大丈夫？ 
「睡眠負債」と私たちのからだ～ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆日 時：1月12日・26日、2月9日・23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。 

【干支（いのしし）の置物・かわいい小物】 

◆期 間：1月4日（金）～ 1月31日（木） 

◆作品提供：黄金山木目込人形同好会 

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。 

 

◆日 時：2月1日（金）13:30～15:30 

◆場 所：仁保公民館 ２階大集会室 

◆内 容：①栄養講座 ②健康豆知識講座 

◆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：3月９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 

◆講 師：薬剤師 平野 清子さん 

◆参加費：無料 

◆申 込：3月8日（金）までに仁保公民館へ 

◆共 催：東霞シニアクラブ 

【映画「恋のしずく」ロケ地紹介】 
◆期 間：2月4日（月）～3月14日（木） 

◆協 力：広島フィルムコミッションPRパネル展 

【高齢者いきいき活動ポイント対象事業】 

◆日 時：3月2日（土）13:30～15:30 

◆場 所：仁保公民館 ２階大集会室 

◆テーマ：「気象状況で防災を考えるⅡ」 

◆講 師：気象予報士・防災士 

 波田 健一さん 

◆対 象：どなたでも ◆定 員：50人 

◆参加費：無料 

◆主 催：仁保・黄金山学区自主防災会連合会 

     仁保公民館 

◆時 間：いずれも月曜日 10:00～12:00  

◆場 所：仁保公民館 2階会議室 

◆受講料：4,944円（4回分）◆教材費：864円 

◆パソコンリース代（希望者）：432円（1回） 

◆講 師：パソコンスクールHOPSインストラクター 

◆定 員：15人（参加者7人以上で実施します。） 

◆申 込：1月21日（月）までに仁保公民館へ 

《お支払方法》初回に受講料と教材費を 

お支払いいただきます。（パソコンリース代は別途） 

この講座は、今からパソコンを始めたい方を対象に、パソコン

の基本操作等をゆっくり学習するものです。パソコンの持ち込み

可能（ただし、Windowsパソコンに限る。）。リース（有料）も

あります。 

 期 日程 内　　容

4期

 ①1月28日
 ②2月25日
 ③3月11日
 ④3月25日

画像活用その３　レーベル作成（4回）

ソフトを使用してCDのレーベルをデザインします。

「ふれ愛ロビーギャラリー展」出展者大募集！  

◇対象：グループ、団体、個人  

（※ただし、政治、宗教、営利に関わる展示はできません。）  

◇展示作品：絵画、書道、工芸品、写真など  

◇展示スペース：縦 120 ㎝×横 180 ㎝のパネル 2 枚程度  

◇展示期間：最大 1 か月間可能（要相談）  

◇搬入・搬出：原則展示される方でお願いしています。  

※搬入・搬出時及び展示期間中の作品の破損、  

盗難等の補償はございません。ご了承ください。  

いつ起きるかわからない自然災害。「防災」について 
わかりやすく学び、日々の備えとしましょう。 
お気軽にご参加ください。 

 



 

※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。 

公民館の図書室には、約３000冊の本があり、毎月100冊 

入れ替え、貸し出しをしています。 

ボランティアに参加されませんか。 

 

◆日 時：1月21日（月）9:30～10:30 

2月18日（月）9:30～10:30 

3月11日（月）9:30～10:30 

※毎月第２または第３月曜日9時半から 

 

 

 

公民館の図書室をご活用ください 
 
◇図書室の利用時間 

8:30～22:00（開館時間と同じです） 
◇貸出冊数・期間 
  一人１回５冊まで、期間は２週間です。 
◇貸出方法 
  初回時に公民館用の図書利用カードを 
お作りします。 
詳しくは職員にお問い合わせください。 

  

11 月 17 日・18 日に開催した第 33 回仁保公民館まつりは、両日とも好天に

恵まれ、公民館活動グループや地域団体の皆様による作品展示や舞台発表、バザー

等でにぎわい、大勢の方の交流の場となりました。  

 

 

「こどもチャレンジひろば」結果発表【11 月 17 日（土）実施】 

 

 

で、

確定申告書 が へ！

マイナンバーカードがなくても・・・

ＩＣカードリーダライタがなくても・・・

国 税 庁 検索

※ この「ID・パスワード方式」は、マイナンバー

カード等が普及するまでの間の暫定的な対応です。

お早めにマイナンバーカード等取得をお願いします。

詳しくはホームページを検索！！

不 要

税務署からの耳寄り情報 ！！

毎月第３水曜日9:30～11:30に、仁保公民館で、

「親子プレイルーム」を運営しています。子育て支

援ボランティア「さくらんぼくらぶ」では、一緒に

子育てオープンスペースの見守りをしてくださる

方を募集しています。どなたでも大歓迎！ 

仁保公民館までお気軽にお問合せください。 

 

 

★どんぐりつまみ 

〈幼稚園・保育園〉1位：おきた はると（47コ）、2位：とよた かける（42コ） 

〈小学1～3年生〉1位：はらだ ゆうり（79コ）、2位：たかはし はるの（78コ）、3位：森川 ゆめ（66コ） 

〈小学4～6年生〉1位：石河 優希（100コ）、2位：森蔭 つくし（85コ）、3位：藤井 琴菜（73コ） 

 

★フィルムケース積み 

〈幼稚園・保育園〉1位：とよた かける（23コ）、2位：やまもと こうだい（20コ）、3位：ひだか しほ（16コ） 

〈小学1～3年生〉1位：たかはし はるの（28コ）、2位：とよた ひかる（27コ）、3位：ふじわら すみれ・かまとこ あやか（24コ） 

〈小学4～6年生〉1位：森蔭 つくし（30コ）、2位：石河 優希・藤井 琴菜（29コ）、3位：中野 有佳（28コ） 

 

★紙ちぎりのばし 

〈幼稚園・保育園〉1位：ひだか しほ（4m92cm）、2位：おきた はると（4m85cm）、3位：やまもと こうだい（4m82cm） 

〈小学1～3年生〉1位：おおもり わか（9m17cm）、2位：青木 かなで（8m70cm）、3位：たかはし はるの（8m33cm） 

〈小学4～6年生〉1位：たかはし みゆ（11m37cm）、2位：石河 優希（10m45cm）、3位：藤井 琴菜（7m99cm） 

 

★輪投げ 

〈幼稚園・保育園〉2位：はらだ さほ（77点）、3位：とよた のぼる（55点） 

〈小学1～3年生〉1位：すぎうら たいが（59点）、2位：たかはし はるの（51点）、3位：とよた ひかる（50点） 

〈小学4～6年生〉1位：石河 優希（49点）、2位：中野 有佳（45点）、3位：たかはし みゆ（43点） 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

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   

★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） 

 

★1 月・2 月の公民館休館日カレンダー  

【1 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・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  

 

【2 月】 

四季の移り変わりの草木を見て、情緒を語らい、 

いとおしむ繊細な感性をいけ花で表現してみませんか。 

◆日 時：毎月１・３土曜日 13:00～15:00 

◆場 所：仁保公民館 

◆会 費：2,500円／月 ◆材料代：1,000円／１回 

◆対 象：どなたでも ◆問 合：仁保公民館まで 

 

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。

1月16日、2月20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

1月11日（金）
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。

1月23日、2月27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。

1月9日、2月13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


