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FAX
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10：00～

11 月 16 日（土） 18：00
17 日（日）10：00～
15：00
開会式

大集会室

16 日(土) 10:00～10:30
仁保保育園の子どもたちの踊りと歌
が、楽しいまつりの始まりの合図です。

遊・友ステージ

場所：大集会室
子どもも大人もみんなで盛り上げるステ
ージです。

16 日(土) 10:30～18:00

バザーコーナー
時間

10:30～15:00

場所：屋外ひろば

10:30～
11:00

書道パフォーマンス

11:00～
12:00
13:30～
15:00

けん玉の実演・体験教室

16:00～
18:00

カラオケと民踊の夕べ

市立広島工業高等学校書道部

こどもチャレンジひろば
●
●
●
●

どんぐりつまみ、
フィルムケース積み、
輪投げ、
紙ちぎり伸ばし など

メニュー
17 日(日) 10:00～15:00
16 日(土)・17 日(土)共通
公民館活動グループや地域の活動
★むすび、★いなり寿司、ジュース・お茶、
グループによる芸能発表会
フランクフルト、
フライドポテト
16 日(土)のみ
お得な前売り券を販売しています
★焼きそば、さつまいも汁、
バザーのむすび、いなり寿司、焼きそ
乳幼児用品バザー
ば、うどんの前売り食券を、仁保公民
17 日(日)のみ
館で販売しています。
★うどん、ぜんざい、
販売期間：10 月 26 日(土)～11 月９日(土)
野菜等の販売
「持ち帰りうどん」は、前売りのみの販売です。また「持ち帰りうどん」

★は前売り券を販売しています。 の前売り券は「うどん」当日券へ変更できませんのでご注意ください。
公民館まつりの内容は２ページに続きます。

オレンジカフェ
16 日(土)

ふれ愛コーナー
10:30～15:00

10:30～15:00

10:00～17:00

体験を通して、「わくわく」「ど
きどき」や出会いをみつけてくだ
さい。
内容・場所
16 日(土) 屋外ひろば、図書室
● パステルアート体験
● 楽しい工作ができる「わくわ
く創作ランド」
● 仁保・楠那地域包括支援セン
ター「健康相談コーナー」

10:00～15:00

17 日(日)

場所：研修室 2
仁保オレンジ会「認知症につ
いての展示」と「コーヒーコー
ナー」

遊・友ギャラリー
16 日(土)
17 日(日)

屋外ひろば、図書室、
研修室２
● 小物づくり
● 囲碁・将棋が体験できる「囲
碁・将棋広場」
● 喫茶コーナー（コーヒー）

場所：1 階ロビー、廊下、研修室１、
図書室、２階ロビー、会議室、
階段
公民館や地域で活動しているグル
ープの紹介や、団体による作品を展
示します。お気に入りの作品をみつ
けてください。

高齢者いきいき活動ポイント対象事業

高齢者いきいき活動ポイント手帳をお持ちください

第
５
回
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！

12 月 13 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：
「身近な人にやさしいコミュニケーション」
講師：老人保健施設ひうな荘リハビリ部長
森山由香さん
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）

パソコンお役立ち教室
11 月 9 日
12 月 14 日

原則第２土曜日
9:30～11:30

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。

12 月 6 日（金）13:30～15:30
場所：仁保公民館 ２階 大集会室
内容：篠笛演奏～和の音色で癒しのひとときを～
身近に潜む危険～交通安全について～
健康についてのお話
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

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
参加費：無料
パソコン貸し出し：5 台まで
（事前に来館、
電話で申し込
んでください。
）
定員：10 人（先着順）
申込み：仁保公民館へ

期間
10/30(水)
～11/7(木)
12/12(木)
～22(日)

内容
「南区花と緑のまちかど
コンテスト」写真展
浅野氏広島城入城 400
年記念事業「巡回ミュー
ジアム」～広島城下絵屏
風の世界～

パソコンボランティアを募集しています。詳細は仁保公民館へ

※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。

浅野氏広島城入城 400 年記念事業

もういくつ寝るとお正月♪

みんなで楽しく
もちつき体験
令和元年は浅野長晟が広島城に入城して４００年目にあたります。
戦
乱から泰平の時代に移り変わった江戸時代に思いを馳(は)せ、歴史の
足跡をたどります。

１回

第

12 月 1 日(日)

ひろしま再発見
江戸時代の仁保

第

2回

12 月 14 日(土)13 : 00～15 : 00

ひろしま再発見
広島城下のメイ
ンストリートを
辿(たど)る

10:00～12:30

12月21日(土) 9：30～12 : 00

講師 仁保郷土史会 吉岡出雲さん
場所 仁保公民館

講師 仁保郷土史会 吉岡出雲

定員 20 人

さん、仁保郷土史会のみなさ

申込み 12月7日(土)までに仁保公

ん

民館へ

大学生のお兄さんお姉さんと日本
の伝統文化の餅つきを体験してみ
ませんか？

場所 西国街道散策（広島駅から
広島城まで）
定員 20 人

場所：仁保公民館 1 階 実習室
対象：小学生
定員：18 人（先着）
講師：大学生のお兄さん・お姉さん
参加費：250 円（材料代）
持参物：エプロン、三角きん、ふきん、
飲み物
申込み：11 月 22 日(金)までに仁保公民
館へ

集合 広島駅南口噴水前
９時２０分
解散 広島城
申込み 12 月 14 日(土)までに仁
保公民館へ
雨天決行（朝 8 時に中区に警報が
出ている場合、バス・電車すべて
の運行が停止されている場合は
中止します）

親子でつくる♡
おいしい国産牛クッキング
12 月 22 日(日) 10:00～13:00
かんたんに作れるクリスマス料理
を楽しみ、食事の安全と健康を考え
てみませんか。

仁保郷土史会からのお知らせ

仁保のことが分かる冊子を発行します
仁保公民館を拠点として活動している
仁保郷土史会は、これまで「仁保嶋城」
をはじめとする多くの冊子を発行して
きました。これらの内容を見直し、史実
の確認等を行ってきた結果を、新たな冊
子として「まるごと仁保～仁保の歴史・
あれこれ」を 11 月 15 日に発行します。
編集に当たっては、できるだけ分かり
やすい表現を使い、写真や地図を掲載す
るなど、多くの人に読んでいただけるよ
う工夫しています。
A4 判 本文 96 ページ モノクロ印刷
1 冊 500 円
11 月 16 日・17 日の仁保公民館まつりで販売します
1 冊５00 円

「雪をかぶったミートローフ」を作りま
す。
場所：仁保公民館 1 階 実習室
対象：小学生と保護者
定員：15 組（先着）
講師：料理探検家 田中 せつこさん
参加費：無料
持参物：エプロン、ふきん、バンダナ
申込み：12 月 15 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

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。

さくらんぼくらぶの

乳幼児健康相談室

黄金山子育てひろば

「親子プレイルーム」

「つぼみ」

月日 12 月 18 日(水)
(原則毎月第３水曜日)
※11 月はお休みです
時間 9:30～11:30
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」

月日 11 月 27 日(水)
(原則毎月第 4 水曜日)
※12 月はお休みです
時間 10:00～11:30
場所 黄金山児童館
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）

月日 11 月 20 日(水)
12 月 11 日(水)
(原則毎月第 2 水曜日)
時間 9:30～11:00
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
申込 不要
持参物：母子手帳
主催 南保健センター
（℡250-413３）

公民館に子どもたちが訪ねてきてくれました。

芋ほりで、大きな芋を手に笑顔の
仁保新町保育園の子どもたち

仁保公民館のご案内
電話
FAX

(082)281-1831
(082)281-1886

職場体験で太極拳グループの手
ほどきを受ける仁保中の生徒

まちたんけんで、公民館のことを勉強する
仁保小の子どもたち

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、

休館日カレンダー
11 月
木

金

土

広島市南区仁保新町一丁目８番６号
受付時間 （部屋の使用申請、講座の申込
3
4
5
6
7
E メール niho-k@cf.city.hiroshima.jp
み、印刷サービス、図書利用新規申込み）
10 11 12 13 14
ホームページアドレス
月・水・土・日曜日 午前 8 時 30 分～
17 18 19 20 21
http://www.cf.city.hiroshima.jp/mina
24 25 26 27 28
午後 5 時 15 分
miku-k/niho-k/
木・金曜日 午前 8 時 30 分～午後 9 時
12 月
開館時間 午前 8 時 30 分～午後 10 時
【公共交通機関でお越しになる場合】
休館日 火曜日・祝日（祝日が日曜日
日 月 火
水 木
☆ルート１
の場合は、日曜日は開館し振
1
2
3
4 5
広島電鉄 4 号線（県庁前発 八丁堀―広
島駅経由）
8
9 10 11 12
替休日のみ休館。祝日が火曜
仁保車庫または向洋新町行 東本浦バス
15 16 17 18 19
日の場合は、その直後の休日
停下車徒歩 3 分）
☆ルート２
22 23 24 25 26
でない日が休館。）8/6、12/29
広島電鉄 7 号線（横川駅、または紙屋町
29 30 31
発 市役所前―2 号線経由）
～1/3
仁保車庫または向洋新町行 東雲バス停
受付時間 （部屋の使用申請、講座の申込
の日が休館日
下車徒歩 3 分）
み、印刷サービス、図書利用新規申込み）
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