
 
 

 

 

  

 

    

 

        

 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

対象：小学１～３年生 

講師：クラフト研究家 

 辻邉泰喜さん 

定員：20 人（先着順） 

参加費：３００円（材料費） 

持参物：木工ボンド、はさみ、持

ち帰り用ビニール袋、夏休みに

海、山、川などで拾った思い出

の物 （小石、貝がら、小枝など）

※材料は公民館でも用意しま

す。 

申込：８月３日（土）まで 

夏休みに拾った思い出の材料を使

って、オリジナルめいろを作ろう！ 

 

ビー玉めいろづくり 

公益財団法人広島市文化財団 仁保公民館  

〒734-0024 広島市南区仁保新町一丁目８番６号  電話 (082) 281-1831  FAX (082) 281-1886 

編集 

発行 

対象：小学４～６年生 

講師：サイエンス・インストラクター 

山縣圭子さん 

定員：20 人（先着順） 

参加費：200 円（材料費） 

持参物：特になし 

申込：８月 16 日(金)まで 

※万華鏡の見本を公民館に置いて

います。 

光のことを学びながら、万華鏡を

作ります。「地球のかけら」をのぞ

いてみよう！ 

地球万華鏡 
づくり 

7 月 27 日（土）10:00～13:00 

対象：親子（小学生と保護者） 

内容：食材使い切りハンバーグ、小松菜ごはん、 

かぼちゃアイス、他… 

講師：料理探検家 田中節子さん 

定員：24 人（先着順） 

参加費：300 円（材料費）※１人分 

持参物：エプロン・三角巾・ふきん 

申込：７月 24 日(水)まで 

食材をムダなく使って、手間もはぶける！ 

親子でエコクッキングにチャレンジ！ 

対象：おとなも子どももどなたで

も。未就学児は保護者とご一緒

にご参加ください。 

講師：デューオ 

野口美紀とTerakoによるアコ

ーディオンとオカリナのユニ

ット。子どもからおとなまで楽

しめるコンサートが人気です。 

定員：40 人（先着順） 

参加費：500 円 

（材料費） 

申込： 

8 月 5 日(月)まで 

素焼きのオカリナに自由に絵柄を

描いてオカリナ・ペンダントを作り

ます。オカリナの優しい音色に合わ

せて一緒に曲を口ずさむミニコン

サートで、楽しいひとときを。 

オカリナアート 
作り＆ミニコンサート 

8 月 3 日（土）10:00～12:00 

対象：小学生（親子での参加も可）、関心のあ 

る方ならどなたでも 定員：３０人(先着順) 

講師：フリーパーソナリティ 三浦ひろみさん 

申込：8 月 1 日(木)まで 

平和な世界ってどんなこと？ 自分たちに

は何ができるの？ 絵本を読みながらみんな

で平和の大切さを考えてみよう。 

絵本：ちっちゃいこえ       ほか… 

アーサー・ビナード/脚本 

丸木俊、丸木位里/絵（原爆の図より） 

子どもピーススクール 

夏休みは、楽しみながら学べる公民館へ レッツＧＯ！ 
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仁保公民館だより 

令和元年（２０１９年）７・８月号 
令和元年（2019 年）6 月 25 日発行（隔月発行） 

 

 8 月 10 日（土）10:00～12:00 

8 月 17 日（土）13:30～16:00 

8 月 19 日（月）10:00～12:00 

夏休み親子料理教室 

おばけオカリナだぞー 

夏の思い出 

 

絵本から感じる平和 

・ 



あのグループの 笑顔の秘密 を 体験 してください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぴょんぴょんくらぶ 
7 月12 日(金)10:00～11:00 
 

サザン ダンス  

スポーツサークル 
7 月31 日(水)14:00～16:00 
 
明るく楽しい社交ダンスサークルです。

初めての人から、少し踊れる人も大歓迎

です。 

募集 5人 

普段の活動日 毎週水曜日 

 

香
にお

いの島短歌会 
9 月2 日(月)13:00～16:00 
 
 

仁保絵手紙同好会 
9 月4 日(水)13:30～15:30 
 

モハラ・ナー・プアナニ仁保 
9 月13 日(金)19:00～21:00 
 
フラダンスは年齢に関係なく、健康維

持にも最適です。楽しくレッスンし、

公民館まつりやさざなみフェスティ

バルへの参加やボランティア活動を

しています。フラダンスの基礎を学

び、踊る楽しさを体験してください。 

普段の活動 第2・3・4金曜日 

カパーフラオ・カハラオ・ 
マープアナ 
8 月2 日(金)18:30～20:30 
 
「笑顔で楽しく」を合言葉にフラダ

ンスのレッスンをしています。いろ

いろなステージでの発表や、福祉施

設でボランティア活動を行っていま

す。 

※ Ｔシャツなど動きやすい服装で 

（レッスン用スカートは準備しています） 

普段の活動 第1金曜日 

仁保陶芸サークル 
7 月20 日(土)9:00～12:00 
 
 

広島軽音楽倶楽部 
7 月13 日(土)12:30～15：30 
 
若い頃の音楽の感動をもう一度味わい

たいという気持ちをもって、演歌、世界

民謡、映画音楽などの幅広い曲を演奏し

ています。 

募集 楽器の演奏経験のある人 

（楽器指導ではありません） 

普段の活動 第2・4土曜日 

れんこん句会 
9 月11 日(水)13:00～15:00 
 

チェリーダンス同好会 
7 月29 日(月)19:00～21:00 
 
先生を含め 10 人が和気あいあいと

社交ダンスの練習をしています。音楽

を聴きながら体を動かすのは、とても

気持ちがいいですよ。初めての方には

基礎から丁寧に指導します。 

募集 2人 

普段の活動 第１・３・4月曜日 

 

フラ・ヒワヒワ 
9 月7 日(土)15:30～17:30 
 
フラダンスの基本のステップを体験

し、ゆったりとした音楽に合わせて体

を動かしてみませんか。 

※ Ｔシャツなど動きやすい服装で 

（レッスン用スカートは準備しています） 

普段の活動 不定期土曜日 

カープ日本一を祈願して、体験ではカ

ープ鯉や雛人形を作ります。 

※材料費 500円 

募集 10人 

普段の活動 毎週土曜日 

 

短歌の勉強会をするグループです。初

心者歓迎です、お気軽にお越しくださ

い。 

募集 5人 

普段の活動 第1月曜日 

 

四季折々を17字で表現して、俳句の

楽しさを感じて見ませんか。始めたば

かりのメンバーですが、和気あいあい

の時間を共有しています。 

募集 5人 

普段の活動 第2水曜日 

 

季節に沿った物を描いています。用紙

などは準備していますので、ぜひ一緒

に描きましょう。 

普段の活動 第1・3水曜日 

 

※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。 

仁保公民館では、地域の皆さんが集まり、学び合い、話し合い、ふれあいを

目的にざまざまなグループが活動しています。 

グループの活動に興味のある方、新しい事に挑戦したい方、普段から話し合

える仲間を探している方は、ぜひグループの活動を見て、体験してください。 

申込：仁保公民館 （電話 281-1831 ＦＡＸ 281-1886） 

参加費：体験講座は無料。（陶芸教室のみ材料費が必要です） 

体験 
講座 

親子で楽しく体操したり、昔ながらの遊

びをしたり。入園する前に同年代のお友

達がたくさんできますよ♪ お母さん同

士のコミュニケーションの場にもなって

います。（託児もあります。要相談） 

※ お茶持参、動きやすい服装・くつで 

募集 平成28年4月2日～平成29年

4 月 1 日生まれの未就園児と保護者

10組 

普段の活動日 毎週金曜日 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

高齢者いきいき活動ポイント対象事業 

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、フラダンスの

披露あり 

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！ 

 

8月2日（金）13:30～15:30 
 
場所：仁保公民館 ２階 大集会室 

内容 ①「だまされる人・だます人の心理学」 

 講師：心理カウンセラー・行動心理士 

 白石美帆さん 

   ②「介護についてのお話」 

 

対象：おおむね 60 歳以上の方で、「平成 3１年度

仁保にこにこ大学」にお申込みをされている方 

※今年度は定員に達しました。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 

山桜パソコン同好会 
9月19日(木)13:30～15:30 
 
パソコンを通して交流を深めます。

未経験者、初心者を待っています。 

募集 2人 

普段の活動 毎週木曜日 

 

いきいき健康クラブ 
9 月12 日(木)9:30～10:30 
 
スポーツクラブの先生の分かりやす

い指導で、転倒予防ストレッチ体操

や健康体操をします。 

募集 若干名 

普段の活動 第2・4木曜日 

 

リフレッシュ ヨガ 
 サークル 

9 月27 日(金)13:00～14:30 
 
ヨガの練習で、体を無理なく動かしな

がら、リフレッシュできます。 

※バスタオルをお持ちください 

募集 5人 

普段の活動 毎週金曜日 

 

仁保にこにこ 
ウォーキングクラブ 
8 月28 日(水)10:00～12:00 
 
ウォーキングは有酸素運動の代表的

な運動で、ロコモティブ・シンドロー

ム予防やストレス解消にも効果的で

す。 

「無理なく長く」がモットーです。体

験では効果的な歩き方などを行いま

す。 

募集 10人 

普段の活動日  

第2・4水曜日 

 

 

仁保シニア パソコン 
クラブ 

9 月6 日(金)9:00～12:00 
 
講師はパソコンの達人です。パソコ

ン操作でお悩みの方はぜひお立ち寄

りください。エクセルとワードの用

途に応じた指導をしています。 

※ 各自パソコンを持参してください。 

募集 5人 

普段の活動 毎週金曜日 

 

第
３
回 

7月12日（金）13:00～15:00 

（8月はお休みです。） 

趣味を見つ
けたい 

まだまだ 
元 気 で  
いたい 

一生勉強。知
識を広げたい 

もっと地域の 
ことを知りたい 

学校以外の子
たちと仲良くな
りたい 

あぁあぁ 
ばぶぅ 

いろいろ聞い
てもらえる仲
間がほしい 

7月12日（金）13:00～15:00 

（8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：① 認知症講座「認知症と付き合っていくために健

康寿命をのばそう！」 

講師：広島厚生病院（認知症サポート医） 

米川智さん 

② モハラ・ナー・プアナニ・レフアによるフラダン

スの披露 

参加費：100円（お茶代） 

問合せ：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！ 

 

 

高齢者いきいき活動ポイント手帳をお持ちください 高齢者いきいき活動ポイント対象

事業 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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） 

 

休館日カレンダー 

が休館日です。 

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 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 26 29 30 31 

 

 

仁保公民館のご案内 

電話  (082)281-1831 

FAX (082)281-1886 
 
〒734-0024  

広島市南区仁保新町一丁目８番６号 

Eメール niho-k@cf.city.hiroshima.jp 

ホームページアドレス 

http://www.cf.city.hiroshima.jp/mina

miku-k/niho-k/ 

開館時間 午前 8時30分～午後 10時 

休館日  火曜日・祝日（祝日が日曜日

の場合は、日曜日は開館し振

替休日のみ休館。祝日が火曜

日の場合は、その直後の休日

でない日が休館。）8/6、12/29

～1/3 

受付時間 （部屋の使用申請、講座の申込

み、印刷サービス、図書利用新規申込み） 

      月・水・土・日曜日 午後8時30

の日が休館日 

さくらんぼくらぶ 
の「親子プレイルーム」 
 

日時 7月17日(水)  

9:30～11:30 (原則毎月

第３水曜日。8月は休み。) 

場所 公民館研修室２ 

内容 絵本の読み聞かせ、手

遊び、自由遊びなど 

申込 不要 

主催 ボランティアグルー

プ「さくらんぼくらぶ」 

ベビーサロン 
 

日時 7月11日(木) 

   10:00～11:00 

対象 0歳児親子（10組） 

場所 公民館研修室２ 

内容 ふれあい遊びや身体

計測など 

申込 次のいずれかの保育

園へ 

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」 
 

月日 7月24日(水) 

8月28日(水) 

時間 10:00～11:30 

 (原則毎月第4水曜日) 

場所 黄金山会館 

内容 子どもと遊びながら、

親同士の交流もでき

ます。 

申込 南区地域子育て支援

センター（℡250-4134） 

乳幼児健康相談室 
 

日時 7月10日(水) 

9:30～11:00(原則毎月

第2水曜日。8月は休み。) 

場所 公民館研修室２ 

内容 保健センターの保健

師が身体計測や育児

相談を行います。 

持参物 母子手帳 

申込 不要 

主催 南保健センター 

   （℡250-4133） 

乳幼児と保護者が楽しく過ごしながら、子育ての悩みを聞

いてもらったり、情報交換をしたりする交流ひろばです。 

7 月1 日 月～7 月31 日 水 

仁保保育園・仁保新町保育園 作品展 
 

8 月2 日 金～8 月30 日 金 

第21 回広島市まんが図書館まんが大

賞入賞作品展 

参加団体募集 まちづくり市民交流フェスタ 2019 

まちづくりや生涯学習などに関する、日頃の活動の成果を発

表してみませんか。 

開催日時 11月９日（土）、10日（日）の10:30～15:30 

会場 合人社ウェンディひと・まちプラザ（まちづくり市民

交流プラザ） 

募集団体 市内を中心に活動する市民活動団体など 

募集期間 ８月４日（日）まで【必着】 

申込・問合 合人社ウェンディひと・まちプラザ（まちづく

り市民交流プラザ） 

電話：545-3911、FAX：545-3838 

※ 詳しくはホームページで 

ＨP／http://www.cf.city.hiroshima.jp/m-plaza/ 

パソコンの簡単な操作方
法や疑問点にボランティ
アの方がお答えする「パ
ソコンお役立ち教室」は、
7月、8月はお休みです。 

 

開館時間 午前8時30分～午後10時 

休館日  火曜日・祝日（祝日が日曜日の

場合は、日曜日は開館し振替休日のみ休

館。祝日が火曜日の場合は、火曜日とそ

の直後の休日でない日が休館。）8/6、

12/29～1/3 

受付時間 （部屋の使用申請、講座の申込

み、印刷サービス、図書利用新規申込み） 

 月・水・土・日曜日 午後8時30分～ 

午後5時15分 

 木・金曜日 午後8時30分～午後9時 

7 月  

8 月  


