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発行 （公財）広島市文化財団 楽々園公民館・美隅公民館

楽々園公民館 〒７３１－５１３６ 広島市佐伯区楽々園五丁目８番３２号

              ＴＥＬ・ＦＡＸ （０８２）９２１－１４０４

              E ｰ mail rakurakuen-k@cf.city.hiroshima.jp

       ホームページ http://www.cf.city.hiroshima.jp/rakurakuen-k/

       フェイスブック https://www.facebook.com/rakurakuen.k/

美隅公民館  〒７３１－５１３７ 広島市佐伯区美の里二丁目１番２５号

              ＴＥＬ・ＦＡＸ （０８２）９２３－０６２２

              E ｰ mail  misumi-k@cf.city.hiroshima.jp

       ホームページ http://www.cf.city.hiroshima.jp/misumi-k/
* 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。

  

講 師 管理栄養士 石田 弘江さん

対 象 概ね 60 歳以上の方

定 員 16 人

参加費 500 円（材料代）

持参物 エプロン、ふきん、三角巾

申込み 美隅公民館へ。受付後、9 月 25 日(水)

までに参加費をお持ちください。

9 月の休館日

3 日(火)・10 日(火)・16 日(月・祝)

17 日(火)・23 日(月・祝)・24 日(火)

◇メニュー◇

きのこごはん

茹で豚の酢味噌かけ

コーンチャウダー

フルーツヨーグルト

★公民館だよりは、各町内会のご協力により、配布させていただいています。

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】

高齢者いきいき活動ポイント対象事業
健康づくりは食事から！体も喜ぶヘルシーで美味

しい料理を作りませんか。ご自宅でも出来る家庭料理

を学びます。

10 月 3 日(木)10：00～13：00

会 場 美隅公民館

手打ちうどん作り
■日 時 9 月 29 日(日)

10：00～13：00
■会 場 楽々園公民館
■講 師 料理研究家 嵐谷 晴雄さん
■内 容 冷たいうどん作り
■対 象 成人 ■定 員 16 人
■参加費 300 円（材料代）
■持参物 エプロン、三角巾、手拭き、飲み物
     うどんを持ち帰るためのビニール袋やタッパー
■申込み 楽々園公民館へ。受付後、9 月 22 日(日)までに
     参加費を公民館へお持ちください。

生地からこねる本格的な手打ちう
どんを作ってみませんか？料理好き
の方はもちろん、力に自信のある方
も是非お申し込みください。

ご夫婦での参加も大歓迎です！
うどん(3～4 人前)のお土産付き！

楽々園・美隅 No.210    月号



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

いきいきサロン

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

脳を活性化するための
レクリエーション
講師：西山 和成さん
【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

ふれあい一座
【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

お月見
【200 円】

[要申込]
※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

◎介護予防教室
脳トレや歌を取り
入れたレクリエー
ション

講師
レクリエーション協会
渡辺 稔彦さん
【200 円】

[要申込]
※申込みは 9 月 4 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

懐メロ歌謡曲、
民謡ほか
講師:三 筋 芸 能グ ル ープ
【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・簡単な体操
【100 円】

[申込不要]
※持参物：飲み物

※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。

百歳体操

サロン名 日時・会場 申込等

咲楽会

9/6(金)9/13(金)
9/20(金)9/27(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？（9 月）

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
10/4(金)10：00～12：00
楽々園公民館

ゆったりおしゃべり
ティータイム♪ 子育て
支援相談員に子育てに
ついて相談もできます。
【100 円】[申込不要]

3 歳以下の子どもと
保護者の方が対象です♪

五日市南小学校 PTA 主催のふれあいまつりが 11 月 9
日(土)に開催されます。それに伴い、以下の公民館 2 館で
バザーで販売する遊休品の回収ボックスを設置します。

新品の日用品・食料品がございましたら､提供をお願い
いたします。
■期 間 8 月 24 日(土)～9 月 22 日(日)
■場 所 吉見園公民館・楽々園公民館
■対象品 食料品（賞味期限が 2019 年

9 月から 4 か月以上あるもの）
日用品（新品・未使用品）

※未使用品であっても、ぬいぐるみ・衣類・本・教育ビデ
オ類は受け付けられません。また、ガラス・陶器類は破
損の危険があるため、受け付けられません。

ステージ発表・作品展示・バザー・体験コーナーなど、
多彩な内容のまつりです。

地域で活動しているグループの方々の日頃の活動の成
果を、一緒に楽しみましょう！

■日 時 10 月 26 日(土) 9：30～16：00
     10 月 27 日(日) 10：00～14：00
     ※ステージ発表は 27 日(日)実施です。
■会 場 楽々園公民館
★詳しい内容は 10 月上旬に配布予定のパンフレットをご覧ください。

みなさんで「敬老の日の集い」を楽しみませんか。
ぜひお知り合いやご近所の方を誘ってご参加ください。
■日 時 9 月 8 日(日) 9：30～12：00
    （受付 9：00～）
■会 場 楽々園小学校体育館
■内 容 （1）式典（9：30～）

    （2）プログラム（10：00～）
・マジックショー

   ・美の里保育園児による演技
     ・パーリーシェル楽々園による

フラダンスショー
※記念品の対象者は、令和元年 12 月 31 日までに

75 歳以上（昭和 19 年生まれ）になられる方です。
■主 催 楽々園学区町内会連合会

■期 間 9 月 28 日(土)～10 月 13 日(日)
■場 所 吉見園公民館・楽々園公民館・美隅公民館
■対象品 食料品

（賞味期限が 2019 年 12 月以降のもの）
     日用品・衣類（新品・未使用品）など

五日市南中学校 PTA 主催のバザー
が 11 月 16 日(土)に開催されます。
それに伴い、以下の公民館 3 館でバザ
ーで販売する遊休品の回収ボックス
を設置します。

ご家庭で眠っている日用品・食料
品・衣類などがございましたら､提供
をお願いいたします。


