
グループ名 活動内容 活動日時 グループ名 活動内容 活動日時

FunFunClub 楽々園 子ども英会話 1～4(水) 16:00～18:00 杜松の木 児童書の研究や
読み聞かせ

月 1 回(木)19:00～21:00

キッズの楽しい英会話 子ども英会話 1～3(木) 15:15～17:15 ペン習字教室 ペン習字 2・4(月)  9:30～12:30

楽々園バトンチーム バトントワリング 毎週(金) 16:30～18:30 かな習字 かな習字 2(金)  13:30～15:30
4(金)    13:30～16:30

おやこ DE 音楽あそび♪ リトミック 2・4(金) 10:00～12:00 水彩画を楽しむ会 水彩画 1・3(日)  9:30～16:00

子ども絵画グループ 子ども絵画 2・4(金) 16:30～18:30 シャッターチャンス 写真 月 1回(土) 13:30～16:30

子ども習字グループ 書道 2～4(土) 10:00～12:00 佐伯楽写会 写真 4(金)   13:30～16:30

子ども花あそび教室 花を使ったアレ
ンジメントなど

奇数月 3(日)10:00～12:00 佐伯区母親連絡会 刺し子・小物作り 2 か 3(日) 9:30～12:30

ガールスカウト広島 19 団 青少年ボランティア活動 不定期(日) 9:30～14:00 ダネラ工房
トワ・エ・モア

デンマーク手芸 2・4(土) 13:00～16:00

女声合唱団“らく” 合唱 2・４(月) 19:00～21:00 籐のかごを編む会 籐かご・小物作り 2・4(木) 10:00～12:00

コーロ・レインボウ 合唱 2・4(水) 13:00～16:00 楽々園厨房クラブ 男性料理 3(土)     9:30～13:30

歌謡グループ カラオケ 1・3(木) 13:30～16:30 ●仲良しクラブ 健康マージャン 2・4(水) 13:00～16:00

民謡琇和会さざんか支部 民謡 1・3(木)  9:30～12:30 ストレッチ&バレエバランス 体操 1・3(水) 10:00～12:00

海老吟詠会 2 詩吟 1～4(木) 13:30～15:30 3B 体操さくら会 3B 体操 1・3(土) 10:00～12:00

大正琴なぎさ会汀 大正琴 2・4(月)  9:30～11:30 ●楽々ウォーキング ウォーキング 2・4(金) 10:00～12:00

大正琴なぎさ会
白ゆり

大正琴 2・4(木) 13:30～15:30 広島シーサイドクラブ スポーツ吹き矢 2・4(水)  9:00～12:00
1・3(土) 13:00～16:00

楽々園大正琴 大正琴 1・3(金) 13:00～16:00 ●スポーツ吹き矢同好会 スポーツ吹き矢 2・4(木)  9:00～12:00

ハーモニカンフレンズ佐伯 ハーモニカ 毎週(水)   9:30～12:30 太極拳楽々 太極拳 毎週(月) 13:00～15:00

楽々らっきーず バンド 毎週(木) 20:00～22:00 ●ひまわり卓球クラブ 卓球 毎週(水) 13:00～16:00

アドラーの会 広島 アドラー心理学から
育児・対人関係を学ぶ

1(日)     9:30～12:30 ●ヨガサークル ヨガ 毎週(水) 19:15～21:15

●パソコンエクセル講座 エクセルの学習 3・4(水) 13:00～16:00 ●リラックスヨガ ヨガ(女性対象) 1(木)    19:00～21:00

楽々園俳句グループ 俳句 2(水)・4(月) 9:30～12:30 パーリーシェル楽々園チーム M フラダンス 1・3(月) 19:30～21:30

茶道(表千家) 茶道 2・4(金) 9:30～12:30 ●パーリーシェル楽々園 フラダンス 1・3(木) 19:30～21:30

初めてのハングル 韓国語 毎週(月) 15;00～17:00 楽々花グループ 園芸ボランティア 1・3(水)  9:30～12:30
※6～9 月は 8:30～11:30

ファンタジーの扉 児童書の研究や
読み聞かせ

2(水)  13:00～16:00 海老塩浜プロジェクト 郷土史による
まちづくり

1・3(木) 13:30～16:30

楽々園公民館の利用グループ「水彩画を楽しむ会」
の作品を展示します。絵を描くことが大好きな仲間が
集まって楽しく活動されています。

日頃の皆さんの成果をぜひご覧ください。

■日 時 4 月 17 日(金)
10：00～12：00
※11：30 頃から片付けをします。

■対 象 乳幼児と保護者 ■申込み 不要
■協 力 五日市西地区民生委員児童委員協議会

楽々園母親クラブ、ボランティア

楽々園公民館だより Ｎｏ.655

このページの講座の申込・問合は

楽々園公民館へ

TEL&FAX ９２１－１４0４

●会場の欄がないものは楽々園公民館で開催します。●参加費の欄がない講座は無料です。

●ホームページでも講座情報がご覧いただけます。  ●講座の申込みは、窓口・電話で受付します。

講座の  
情報など
いろいろ

あります♪

毎月第 3 金曜日に、就園前の乳幼児と保護者が集まっ
て、おしゃべりや情報交換をして楽しんでいます。

時間内は出入り自由！予約もいりませんので気軽にご
参加ください

つまづかないためにイスに座ってできる
体操など、ご自宅でも続けられる運動をご
紹介します。
■日 時 4 月 23 日(木)

13：30～15：00
■対 象 おおむね 65 歳以上の方
■持参物 お持ちであればいきいき活動ポイント手帳
■申込み 不要   ■講 師 理学療法士
■問合せ 五日市南地域包括支援センター

（TEL 924-8051）

■日 時 4 月 4 日(土)・18 日(土)
5 月 2 日(土)
10：00～12：00

■対 象 パソコン初心者の方
■定 員 3 人
■申込み 楽々園公民館へ。開催日の

一週間前までにお申し込みください。
    ※ノートパソコンの持ち込みができます。

（貸出できるパソコンは 1 台です）

パソコンの使い方でわからないことがある方はぜひ
お申し込みください！

開催中止

■期 間 4 月６日(月)
～５月２日(土)

いよいよ新年度。公民館で新しいことを始めてみませんか？

※1 見学ができるグループもあります。詳しくは公民館にお尋ねください。※2 活動日時は変更になる場合があります。
※3 グループ名の頭に「●」がついているグループは定員に達しているため募集を停止しています。

開催中止

開催中止

開催中止




