
 
 

 

 

  

 

    

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

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 

仁保公民館だより 11・12 月号 

令和 3年（２０２1年） 

10月 25日発行（隔月発行） 

 ● 「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。 

● 講座等申込みの際にお寄せいただいた個人情報は、事

業運営の目的以外には使用しません。 

 

右のマークがついている講座は、高齢者いきいき活動ポイント事業の対象です。 

65歳以上の方は、ポイント手帳をお持ちください。 

月日 11 月 17 日(水)13:30～15:30 

講師：WEB コンサルタント 小松健二さん 

対象：スマホを使ったことがない人、使い方に自信

がない人 

場所：仁保公民館  参加費：無料 

定員：20 人（先着順） 

申し込み：仁保公民館へ 

スマホでできる便利

なこと、安全性や気をつ

けることなど、分かりや

すくお話しします。スマ

ホに替えようか迷って

いる人、替えたばかりの

人、お気軽にどうぞ。 

（機器操作体験や、使い

方の相談はありません） 

月日：1 月 17 日・31 日、2 月 7 日・21 日、 

３月 7 日・14 日 いずれも月曜日 

時間：10:00～12:00 全６回 

内容：画像活用（スマホ等の動画をパソコンやテレビ

で楽しむ、CD に保存する） 

場所：仁保公民館 

受講料：7,５００円（6 回分） 

教材費：8８０円（テキスト代）  

パソコン：持込できます（ウインドウズに限る）。希望

者にはリース（1 回４４０円）もあります。 

定員：８人（先着順） 

申込：１月１４日（金）までに仁保公民館へ 

共催：株式会社 HOPS 

連携 
講座 

日時：12 月５日(日)・12 日(日) 

①10:00～ ②11:00～ 

場所：仁保公民館 

対象：オンラインの体験をしたことがない人 

定員：各 3 人（先着順） 

申し込み：11 月 14 日(日)から仁保公民館へ 

家にいながら、いろいろな世界とつながることがで

きる「オンライン」。学校の授業や講演会などもオンラ

インで開催されることが増えています。「言葉は聞くけ

ど…オンラインってなぁに？」 

そんな全く初心者の人向けのパソコ

ン操作体験会。「つながった！」をちょっ

とだけ体験しませんか。 

公民館の情報は、公民館だよりでお知らせしていま

すが、ホームページでも、講座やグループなどの紹介

をしています。 

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

スマートフォンアプリの LINE（ライン）を使って、

皆さんに公民館の情報を早く伝えるための公式アカウ

ントを開設しました。 

講座の募集開始や、新型コロナ、災害

情報に伴う利用停止の情報などをお伝

えしますので、LINE をお使いの方は、

ぜひ「友だち追加」をお願いします。 

URL : https://lin.ee/82wPapp 

「スマホで何

ができる

の？」をお 

伝えします 

※全て同じ内容です 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

タイ・カービングは、草花などをモチーフにして

野菜や果物に彫刻するタイの伝統文化です。 

お出掛けする機会が制限され、さまざまな文化に

触れる機会が少なくなっています。ほほえみの国・

タイの伝統文化を体験し、 

世界の人々の生活を 

思い描いてみま 

しょう。 

この講座では、

彫刻刀を使って

石けんでハリネ

ズミを作ります。 

 時間：11 月 20 日(土) 10:00～12:00 

場所：仁保公民館 

講師：タイ・カービング講師 川内信枝さん 

対象：小学生以上（小学校 1・2 年生は保護者同伴、

大人のみの参加も可） 

参加費：500 円（材料費） 

定員：10 人（先着順） 

申し込み：11 月 1 日(月)から 11 月 17 日(水)までに

仁保公民館へ 

「野鳥を探そう 見つけてみよう」 

そんな気持ちで歩いてみると、緑や風、さまざまな音

など、身近に自然があることに気づきます。野鳥にと

っても、人にとっても大切な自然を守ってきましょう。 

日時：11 月 28 日(日)9:00～11:30（雨天中止） 

場所：比治山公園(現地集合・解散) 

集合場所：比治山スカイウォークを上がった所に集合 

講師：日本野鳥の会広島県支部会員 

 中﨑悦子さん 正月谷勝さん 

対象：関心のある人 

定員：15 人（先着順）参加費：無料 

持参物：双眼鏡（貸出可・要予約）、筆記用具、 

飲み物 

申し込み：11 月１日(月)から 11 月 21 日(日)までに

仁保公民館へ 

雨天の場合は中止。迷われたら朝 8 時に仁保公民館に

お問い合わせください。公式 LINE からも通知

します。 

押す力・引く力の 

バランスで、空中に 

浮いているように見 

える不思議な工作。 

 環境に配慮した素 

材で、軽くて丈夫な 

模型を作って、「テン 

セグリティ」のすご 

さを体感します。 
 
※「テンセグリティ」とはテンション（張力）とイ

ンテグリティ（統合）から作られた言葉です。 

日時：１１月２0 日（土）14:00～16:00 

場所：仁保公民館 

講師：（公社）日本技術士会中国本部の皆さん 

対象：小学生以上（小学校 1・2 年生は保護者同伴、

大人のみの参加も可） 

定員：２０人（先着順）  参加費：無料 

申し込み：１１月１３日（土）までに仁保公民館へ 

共催：（公社）日本技術士会中国本部 

簡単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。 

日時：11 月 27 日(土) 10:00～13:00 

場所：仁保公民館 

メニュー：ステーキ弁当、牛肉スープ 

講師：料理探検家 田中せつこさん 

対象：小学生と保護者   

定員：8 組（先着順） 

参加費：無料 

持参物：エプロン・ふきん・バンダナ 

申し込み：11 月１日(月)から 11 月 20 日(土)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 

連携 
講座 

環境 
講座 

国際 
理解 

新型コロナウイルス感染症の患者数は減ってきていますが、まだ感

染拡大の恐れがあります。また、季節性のインフルエンザの流行も

心配される季節になりました。マスクの着用や、手指の消毒、人と

の距離の確保、換気にご協力をお願いします。 

 

集
合
場
所 



月日：12 月 3 日(金)  

時間：（前半グループ）13:00～14:00 

 （後半グループ）14:30～15:30 

※ どちらのグループかは、年度初めに参

加者にハガキでお知らせしています。 

内容：篠笛演奏 ―優しく響く和の音色― 

場所：仁保公民館 

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 

※  60 歳以上の方が、一年を通じていろいろ学

ぶ講座です。今年度は定員に達しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

10/28 日(木)～11/14(日) 

仁保公民館開館 40周年懐かしの写真展 

11/18(木)～12/13(月) 

絵手紙同好会「絵手紙展示」 

12/17(金)～1/7(金) 

広島市立大学芸術学部 広島平和ポスター展 

定

期

事

業 

活動グループ 
体験講座 

 

公民館のグループ活動にご興味

のある方は、ぜひこの機会に体験し

てみてください。申し込みは仁保公

民館へ。 

 

参加費：無料 

（めぐみ会・手づくりバッグの会は

材料費が必要です） 

ぴょんぴょんクラブ（親子体操） 
11月 12日(金) 10:00～11:00 

講師のアドバイスのもと、楽し

く遊んだりします。 

●募集人数：H30.4.2～H31.4.1 

生まれの幼児と保護者 5組 

なかよしキッズ（幼児体操） 
11月 18日(木) 16:15～17:15 

マット運動やボール・縄跳びな

どを週替わりでします。 

●持参物：水筒・タオル  

●募集人数：4~6 歳児 10 人 

 

第
４
回 

月日：11 月 12 日(金)、12 月 10 日(金) 

時間 13:00～14:30  

対象： 65 歳以上の方、認知症に関心のある方  

内容：11 月 講座「歯周病と認知症」・体操・尺八演奏 

12 月 講座「低栄養予防と認知症」・体操・ウク

レレと楽しいトーク 

場所：仁保公民館 

参加費：無料（コーヒー等の飲み物はありません） 

定員：先着 40 人 ※事前申し込みが必要です 

申し込み：10 月 29 日(金)から仁保公民館へ 

共催：仁保オレンジの会 

仁保・楠那地域包括支援センター 

（☎082-286-6112） 

要申込 

グループの日頃の活動 

や作品の写真を、皆に知 

ってもらうため、ロビー 

のデジタルサイネージを 

使って紹介します。 

希望のグループは事務室

にご相談ください。 

※音源を使う場合は、音楽著作権使用

料などがかかります。 

 

今年は、少し早めに大

掃除を行います。ご都合

のつく方はご参加くださ

い。（終了後避難訓練も行

います） 

日時：11 月 19 日(金) 

15:00～16:30 

モハラ・ナー・プアナニ・仁保 
11月 15日（月） 14:00～16:00 

年齢に関係なく楽しめるフラ

ダンス。初心者も大歓迎。 

●持参物：なし  

●募集人数：2～3人 

フラ・ヒワヒワ 
12月 2日（木） 18:00～20:00 

ハワイアンソングに合わせ、ゆ

ったりと体を動かします。 

●持参物：飲み物・Tシャツ 

●募集人数：5人 

リフレッシュヨガサークル 
11月 19日（金） 12:50～14:50 

体と心をリフレッシュし

ましょう。 

●持参物：バスタオル・飲

み物 ●募集人数：2～3人 

チェアーヨガ仁保 
12月 1日(水) 13:00～14：00 

イスに座ってストレッチ。

心と体を健康に 

●持参物：飲み物、汗拭き

タオル ●募集人数：3人 

 

めぐみ会（生花） 
11月 10日（水） 14:00～16:00 

先生の指導のもと、楽しく

季節の花を生けます。 

●材料費：1,000 円（花材代） 

●募集人数：5人（11/7 まで） 

手づくりバッグの会 

11月 20日(土) 13:20～16:00 

素敵な布バッグを作ります。 

●参加費：500 円●持参物：布(表・

裏地 50㌢、持ち手ひも、接着芯(100 円

キットあり) ●募集人数：6人 

パソコンの友 

11月 20日(土) 10:00～12:00 

スマホの使い方も学べます。 

 

●持参物：(あれば)パソコン 

●募集人数：2人 

山桜パソコン同好会 

12月 9日(木) 13:30～15:30 

初心者向きですので、気軽

に見に来てください。 

●持参物：（あれば）パソコ

ン ●募集人数：2～3人 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記の開催は、今後のコロナの感染拡大の状況によって急きょ中止になる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 実施日 場所 備考（問い合わせ先等） 
さくらんぼくらぶの 

親子プレイルーム 

原則毎月第３水曜日 9:30～11:30 

11 月 17 日(水)、12 月 15 日(水) 

       定員 11 組 

仁保公民館 申し込み 仁保公民館へ 

主催 ボランティアグループ「さく

らんぼくらぶ」 

黄金山子育てひろば 

「つぼみ」 

原則毎月第 4水曜日 10:00～11:30 

11 月 24 日(水)、12 月 22 日(水) 

黄金山児童

館 
申し込み 南区地域子育て支援セ

ンター（℡250-4134）へ 

乳幼児健康相談室 

 

原則毎月第 2 水曜日 9:30～11:00 

11 月 10 日(水)、12 月 8 日(水) 

 

仁保公民館 申し込み 南保健センター 

（℡250-413３）へ 

持参物 母子健康手帳、バスタオル 

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。 

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     

 

【公共交通機関でお越しになる場合】 
 
広島電鉄 4号線（ 4-1, 4-2, 4-3） 
（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 

 
広島電鉄 7号線（ 7-1, 7-3） 

（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 

仁保公民館のご案内 

電話  (082)281-1831 

FAX (082)281-1886 
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 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

 木・金曜日 午前 8 時 30 分～午後 9 時 

 

〒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/minamiku-k/niho-k/ 

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  

 

新型コロナウイルス感染防止のため、事前に申し込みをしてからご参加ください。 

が休館日です。  

11 月  12 月  

オレオレ詐欺などの

防止のための標語を募集していま

す。最優秀賞・優秀賞の方には、表

彰状と記念品を贈ります。 

 作品は、公民館受付にある応募箱

にお入れください。 

募集期限：11 月 1 日(月)まで 

主催：仁保・黄金山地区暴力追放連絡

協議会、仁保学区社会福祉協議会、

仁保公民館 

 新型コロナウイルス感

染症の影響で、医療に必

要な血液が不足していま

す。仁保公民館でも、次の

日時に献血を行います。

ご協力をお願いします。 

日時：12 月 4 日(土) 

9:30～12:00 

※ コロナワクチンを接種さ

れた方は 48 時間以上経

過すれば献血可能です。 

 仁保公民館は、次

の選挙で仁保投票区

の投票所になりま

す。皆様の声を政治

に届けるため、ぜひ

投票に行きましょ

う。 

●10 月 31 日執行 

衆議院議員総選挙 

●11 月 14 日執行 

広島県知事選挙 

標語募集 

11月 1日

まで 
今年の年末年始

は、次のとおり

休館します。 

 

期間 

12月28日(火)

～1 月 4 日(火) 

  


