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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。

表示のある事業に関しては、いきいき活動ポイント手帳をお持ちください。

4 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】

7 日(火)・14 日(火)
21 日(火)・28 日(火)

29 日(水・祝)

楽々園・美隅 No.217    月号

催しなどの中止に関するお知らせ
新型コロナウイルス感染症の患者が国内でも発生していることから、今後、本紙掲載の催しなどが
中止となる可能性があります。詳しい開催状況は、各催しなどの主催者にお問い合わせください。

なお、咳や発熱などの体調不良の人、持病のある人や高齢者、妊娠している人などは、参加を控えてください。

動物の

〝ふちクッキー“
づくり！

コップなどのふちにかける

ことが出来る、見た目も楽し

いクッキーを作ろう♪

5 月 9 日(土)
10：00～12：00

会場 美隅公民館

対 象 小学生

定 員 20 人
参加費 300 円（材料代）

持参物 エプロン、ふきん、
三角巾、手拭き

申込み 美隅公民館へ。受付後、
4 月 27 日(月)までに

公民館へ材料費をお持
ちください。

お母さんへ感謝の気持ちと

一緒に可愛いクッキーを

送りませんか？

◆日 時 4 月 26日(日)

１０：００～１２：００
◆会 場 楽々園公民館

◆講 師 カープかたりべの会

大下 達也さん

◆対 象 カープ好きの方ならどなたでも

◆定 員 ４０人

◆申込み 楽々園公民館へ

開催中止

★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。

広島でプロ野球といえば誰もが知っている
カープですよね。
カープ球団の草創期の話を中心にお話しし

ていただきます。意外な秘話が聞けるかも！？
カープの歴史を知って、広島をもっと好きに

なってください！

開催中止
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らくらくクラブは、地域で気軽にスポーツを楽しむ
環境作りと、健康の維持・まちづくりを目的とする自
主運営のスポーツクラブです。
グラウンドゴルフ・ミニテニス・ピンポン・ソフト

バレーボール（子どものみ）など子どもから大人まで
誰でも参加できます。

スポーツを一緒に楽しみましょう！
申込みや会費等については、楽々園・

美隅公民館・佐伯区スポーツセンター
にある入会申込書をご覧ください。

■問合せ 事務局長 田中
（TEL923-6603）

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

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]
※持参物：歌本

    飲み物

ほっとサロン
美の里

第 3 金曜日
11：30～14：30
美の里第一公園
※雨天時は、美隅公

民館（12：30～
14：30）

お花見
一緒にお弁当を

食べましょう♪
【300 円】

４月 10 日(金)まで

美の里一丁目
いきいきサロン
オアシス

第 3 木曜日
12：00～15：00
美の里第三公園
※雨天 時は 、隅 の

浜・美の里会館

お花見
【500 円】

４月 10 日(金)まで
※持参物：飲み物
※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

新年度の計画
（予定）
【200 円】

4 月 1 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

楽々園公民館

双樹
毎週水曜日
13：30～15：00

美隅荘

どんぐりの会
毎週火曜日
10：00～11：30

隅の浜会館

コスモス
毎週月曜日
10：30～12：00

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

※コロナウイルス
感染拡大防止のため
4 月はお休みします。

体幹・四肢の筋力強化や柔軟性の向上が期待できる

エクササイズです。1 回のみの参加も出来ますので、

お気軽にご参加ください。

■日 時 4 月 15・22 日(水) 19：15～20：15

■会 場 佐伯区スポーツセンター

■対 象 15 歳以上 ■定 員 20 人

■参加費 500 円

■申込み 当日窓口にて受付けます。

■問合せ 佐伯区スポーツセンター

（TEL924-8198）

楽々園公民館を拠点に活動をしている「まごころ弁
当」に設立当初から参加し、現在では代表を務めていら
っしゃる平林 勝惠さんにお話を伺いました。

平林さん まごころ弁当は、佐伯区社会福祉協議会が
1982年に設立したボランティア団体です。

現在、楽々園学区では、毎月第 2・4 金曜
日に調理担当と配達担当を合わせた 18 人
で活動をしています。高齢者の見守りを目的
に、お弁当を作り、配達をしています。

――――  まずはまごころ弁当の活動内容について
教えてください。

――――  では、活動を続ける中で、印象的だった
ことはありますか？

平林さん 時代に合わせて、お弁当を必要とされる方
が変化してきたことではないでしょうか。

近頃は活動開始当初に比べ、多忙な方や病
気などで食事を作るのが難しい方にお弁当を
届けることが多いです。高齢者が幅広く様々
なサービスを受けやすくなったことで、配達
するお弁当の数も少し減ってきました。

――――  最後に、これからのまごころ弁当の目標
    はありますか？

平林さん 多くの方に活動の趣旨を知
っていただきたいです。現在
も活動について地域のニーズ
を考えながら模索している最
中ですが、区社協のご指導と
ともに、メンバー全員で団結
して前進したいと思います。

――――  ありがとうございました。

楽々園学区サロンに参加しませんか？

※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。


