
1 月 12 日(日)10：00～12：30

会 場 美隅公民館

対 象 小学 3～6年生

定 員 18人

参加費 350 円（材料代）

持参物 手拭き、軍手

申込み 美隅公民館へ。受付後、

1 月 8日(水)までに参加費を

公民館へお持ちください。

広島市似島発祥のバウム

クーヘン。日本に伝わって

100 年と歴史あるお菓子です。

竹に生地を塗り、回しなが

ら、きれいな層になるように丁

寧に焼いていきます。

とっても

おいしいよ♪
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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。

表示のある事業に関しては、いきいき活動ポイント手帳をお持ちください。

楽々園・美隅 No.213    月号

12 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】

★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。

3 日(火)・10 日(火)
17 日(火)・24 日(火)

29 日(日)・30 日(月)・31 日(火)

～初笑い！笑う門には福来たる～

1 月 11 日(土)

10:00～12:00

(開場 9:30)

会場：楽々園公民館
問合せ：楽々園公民館へ

男女の関係や上下関係など、人との関係に悩む

のは今も昔も同じことです。秋風亭てい朝さんの

落語を聞いて、人間関係のあれこ

れを笑い飛ばしてしまいましょう!

事前申込は不要ですので、どな

たでもお気軽にお越しください。

広島大学落語研究会出身。「第 13 回国民文
化祭おおいた 98」文部大臣奨励賞(第 1 位)
をはじめとし、多くの賞を受賞。現在は、
広島市西区民文化センターで「てい朝落語
教室」を開講、また、年間数回の独演会を
実施するなど精力的に活動中。

出演 秋風亭 てい朝

を

つくろう！
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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

多くのご来場＆ご参加ありがとうございました！

第 40 回公民館まつりを記念して、楽々
園公民館の玄関では、広島市消防音楽隊に
よるミニミニコンサートを行いました！

10月26日(土)・27(日)

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

歌と体操と
おしゃべり
【無料】

[申込不要]

歌声サロン潮さい
第 4 月曜日
13：30～15：30
楽々園公民館

生伴奏に合わせた
歌謡曲やフォーク
ソングの歌唱
【100 円】

[申込不要]

ほっとサロン
美の里

第 3 金曜日
11：00～14：00
美隅公民館

お好み焼き
パーティー
【200 円】

12 月 14 日(土)
まで
※持参物：エプロン、

ふきん、三角巾

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

クリスマス会
【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
新生会

第 2 金曜日
13：30～15：30
隅の浜会館

健康教室
講師：岡畠佳子さん

【200 円】

12 月 4 日(水)まで
※隅の浜一丁目在住

の方が対象です。

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

百歳体操 (すべてのサロンで定員に達しています。)

サロン名 日時 会場

咲楽会
毎週金曜日
13：30～15：00
※12/27(金)はお休みです。

楽々園公民館

双樹
毎週水曜日
13：30～15：00
※12/25(水)はお休みです。

美隅荘

どんぐりの会
毎週火曜日
10：00～11：30
※12/31(火)はお休みです。

隅の浜会館

コスモス

毎週月曜日
10：30～12：00
※12/23、30(月)はお休み

です。

美隅公民館

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
第 1 金曜日
10：00～12：00
楽々園公民館

コーヒーとお菓子でゆった
りおしゃべりティータイム
【100 円】[申込不要]
※妊娠中の方、子育て中の保護者

の方が対象です。
※0～2歳の子どもさんと一緒に

ご参加いただけます。

※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。
※都合により予定は変更となる場合があります。

楽々園学区サロンに参加しませんか？

防犯についての講演や広島市消防音楽隊による

演奏もあります。

■日 時 12 月 14 日(土) 13：00～15：05

■会 場 佐伯区民文化センター ホール

■入場料 無料

■主 催 佐伯区「安全・安心なまちづくり」連絡協議会、

佐伯区役所、佐伯警察署、佐伯区コミュニティ交

流協議会、佐伯区防犯連合会

■問合せ 佐伯区役所地域起こし推進課

永田、白井（TEL943-9705）

※ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

10 月 26日(土)

家族やチームでゲームや
クイズを楽しみました！

運営や設営に携わっていた

だいた、ボランティアの皆さん

や地域の方々の助けもあり、た

くさんの笑顔あふれる 2 日間

となりました。

ありがとうございました。

公民館まつり あまんじゃくウォークラリー

パワーリフティング世界チャンピオンによる

ワンポイントアドバイスです。

■日 時 12 月 27 日(金) 17：30～19：00

■会 場 佐伯区スポーツセンター トレーニング室

■内 容 フォーム（握り方・握る幅・降ろす位置等）

をワンポイントアドバイスします。

■対 象 18 歳以上

■定 員 6 人

■参加費 無料（ただし、施設利用料は必要です。）

■申込み 開催日当日、直接トレーニング室にて受付けます。

■問合せ 佐伯区スポーツセンター（TEL924-8198）


