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* 定員のある講座の申込みについては先着順となります。講座の申込みは、窓口・電話で受付します。

* 参加費のある講座について、申込み期間後の参加費の返還は準備の都合上できません。ご了承ください。

* 個人情報の取扱いについて：各事業の申込みの際にお寄せいただいた情報は、個人情報として慎重に取扱い、事業の目的以外には使用いたしません。

* 公民館だよりに対するご意見等がありましたら、楽々園公民館・美隅公民館までお寄せください。

高齢者いきいき活動ポイント事業について 【詳細は広島市高齢福祉課（TEL 504－2143）にお問い合わせください。】

●高齢者いきいき活動ポイント事業の対象者は 70 歳以上の広島市民です。

●公民館でのポイント対象事業は、公民館だよりに「高齢者いきいき活動ポイント対象事業」と表示しています。

表示のある事業については、いきいき活動ポイント手帳をお持ちください。

7 月の休館日

開 館 時 間

8：30～22：00
窓口受付時間 8：30～17：15
【木・金曜日は 21：00 まで】

2 日(火)・9 日(火)・15 日(月・祝)

16 日(火)・23 日(火)・30 日(火)

楽々園・美隅 No.208    月号

■日 時 7 月 31 日(水)
    9：30～12：00

■会 場 楽々園公民館
■対 象 小学生 ■定 員 10 人
■参加費 50 円
■持参物 カップめんやポテトチップスの容器など

（詳細は参加費お支払い時にお知らせします。）
■申込み 楽々園公民館へ。受付後、7 月 25 日(木)まで

に参加費を公民館へお持ちください。

カップめんなどの空き容器で打楽器を作り、セッ
ションしてみましょう！5 種類の中から好きな楽器
を選んで作るので、公民館に実物を見に来てね！演
奏は録音して、インターネット上で聴けるかも！？

カラフルな色の紙や麻紐を使っ
て、1 家族で 1 個ずつ、暗いとこ
ろでステキに光るランプシェード
を作ろう！実物が公民館にあるか
ら見に来てね！

■日 時 8 月３日(土)
     10：00～12：00
■会 場 楽々園公民館
■講 師 工作名人 ■対 象 小学生と保護者
■定 員 8 組   ■参加費 350 円（材料代）
■申込み 楽々園公民館へ。7 月 6 日(土)から受付開始。

受付後、7 月 31 日(水)までに参加費を公民館
へお持ちください。

■日 時 ７月 29 日(月)
10：00～15：00

（11：30～13：00 昼休憩）

■会 場 楽々園公民館
■講 師 海老塩浜プロジェクトのみなさん
■対 象 小学 3～6 年生   ■定 員 21 人
■参加費 100 円（当日集めます）
■持参物 筆記用具、帽子、飲み物（弁当持参も可）
■申込み 楽々園公民館へ。7 月 1 日(月)から受付を

開始します。
■共 催 吉見園公民館

昔の塩づくりを再現する装置や塩
の性質を利用して凍らせる「アイスク
リーム作り」など、楽しい実験が盛り
だくさんです。塩の達人と一緒に楽し
く学びましょう！

塩会 場 美隅公民館
講 師 廿日市市国際交流協会

  ロルナ ジュニさん
  竹下 理恵さん

対 象 年長～小学生と保護者 8 組
持参物 エプロン、ふきん、飲み物
参加費 子ども 400 円 / 保護者 600 円
申込み 美隅公民館へ。受付後、7 月 14 日(日)ま

でに参加費を公民館へお持ちください。
協 力 廿日市市国際交流協会

7 月 27 日(土)13：30～15：00

カキ氷、アイス、タピオカなどを盛り付けたフィリピン

のデザートを作ります！今年は珍しい現地の果物もトッ

ピングするよ♪



サロン名 日時・会場
内容

【参加費】
申込等

楽々園サロン
第２木曜日
13：30～15：00
楽々園公民館

歌と体操と
おしゃべり
【無料】

[申込不要]

ほっとサロン
美の里

第 3 金曜日
13：30～15：30
美隅公民館

歌とおしゃべり
【200 円】

[要申込]

美の里一丁目
いきいきサロン
オアシス

第 3 木曜日
13：30～15：00
隅の浜・美の里会館

レクリエーション体操
講師：渡辺直子さん
【200 円】

[申込不要]

※美の里一丁目在住の

方が対象です。

いきいきサロン
若菜会

第 2 木曜日
13：30～15：30
美隅荘

百人一首など
【無料】

[要申込]

いきいきサロン
新生会

第 2 金曜日
13：30～15：00
隅の浜会館

ウクレレ演奏に合わ
せ歌ったり、ゲーム
をします！
講師：ふれあい一座
【200 円】

[要申込]
※申込みは 7 月 3 日

(水)まで。
※隅の浜一丁目在住の

方が対象です。

やまぼうし会
第 2 金曜日
13：30～15：00
美隅荘

◎民謡と銭太鼓
*出演*
四季が丘民謡グループ
四季が丘銭太鼓古娘
【100 円】

[要申込]
※隅の浜三丁目以外の

方は 200 円。

いきいき健康体操
ファイト

第 2・４火曜日
13：30～15：00
隅の浜・美の里会館

脳トレーニング

簡単な体操

【100 円】

[申込不要]
※持参物：飲み物

サロン名 日時・会場 内容・【参加費】

咲楽会

7/5(金)7/12(金)
7/19(金)7/26(金)
13：30～15：00
楽々園公民館

無料

[要申込]
※現在、定員に達し

ています。

双樹

毎週水曜日
13：30～

15：00
美隅荘

無料
[要申込]
※現在、定員に達し

ています。

ど ん ぐ り の

会

毎週火曜日
10：00～

11：30
隅の浜会館

100 円／月

[要申込]
※現在、定員に達し

ています。

コスモス

毎週月曜日
10：30～

12：00
美隅公民館

無料
[要申込]
※現在、定員に達し

ています。

楽々園学区サロンに参加しませんか？（7 月）

いきいきサロン 百歳体操

地域の情報やイベント案内、サークル活動などを「地域情報ＢＯＸ」にお寄せください

※主催は楽々園学区社会福祉協議会です。
※高齢者いきいき活動ポイント手帳をお持ちの方はご持参ください。
※[要申込]のサロンについては楽々園公民館と美隅公民館へお問い合わせください。

■日 時 7 月 14 日(日)
11：00～12：00（材料がなくなり次第終了）

■会 場 楽々園第 2 公園（楽々園公民館南側）
※雨天時は楽々園公民館内で実施します。

■参加費 無料 ■申込み 不要
■主 催 三世代交流そうめん流し実行委員会
■共 催 楽々園公民館、美隅公民館
■問合せ 美隅公民館（TEL 923-0622）

地域のみなさんで

楽しく食べましょう！

3 歳以下の子どもと
保護者の方が対象です♪

ともに支えあう心暖まる地域作りを目指して、生活支援
グループ（有償ボランティア）が今年 5 月に発足しまし
た。原則ワンコイン（500 円）で、生活の中のちょっと
したお困りごとをお手伝いします。お困りの際は、お気軽
にお問い合わせください。内容によっては対応できない場
合もありますので、ご了承ください。

■利用できる方 楽々園学区町内会加入者でおおむね
65 歳以上の方

■主 催 楽々園学区社会福祉協議会
■問合せ 大原（TEL 090-5694-2312）

    佐伯（TEL 080-9795-5388）
          北村（TEL 090-1184-4066）

    𠮷田（TEL 090-8602-8051）
☆ボランティアスタッフ募集中！☆

特技、連絡先等を問合せ先にお知らせください。あなたの
できることを、『ぼちぼち』地域に活かしてみませんか？

わきあいあいとした雰囲気
で、演歌やポップスなど、カ
ラオケを歌って楽しく活動し
ています。性別・年齢問わず
メンバーを募集しています。
ぜひ一度遊びに来てくださ
い。

歌謡グループ

ボール・ベル・ベ
ルターの 3 つの道
具を使った体操を
しています。音楽に
合わせて、楽しく運
動しましょう。筋力
トレーニングにも
つながりますよ！
■日 時 7 月 20 日(土)

   10：00～12：00
■持参物 飲み物
※運動できる服装でお越しください。

３Ｂ体操さくら

公民館で活動中のグループに参加して、新しい仲間や
趣味の活動を広げてみませんか？どちらも会場は楽々園
公民館、参加費無料、申込み不要ですので、お気軽にご
参加ください。

■日 時 7 月 18 日(木)
   13：30～16：30

子育てサロン

サロン名・日時・会場 内容・【参加費】等

子育てＣａｆｅスマイル
7/5(金)10：00

～12：00
楽々園公民館
※8 月はお休みです。

ゆったりおしゃべり
ティータイム♪
【100 円】[申込不要]


