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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。

ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、必要に応じて保健所等の公的機関へ提供することがあります。

* 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、「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。 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】

7 月 12 日(日)

10：00～11：30

★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。

7 日(火)・14 日(火)・21 日(火)

23 日(木・祝)・24 日(金・祝)・28 日(火)

講 師 公益社団法人 日本アロマ環境協会認定
アロマテラピーインストラクター

  桑原 さやか さん
対 象 成人
定 員 6 人
参加費 500 円

持ち物 飲み物
申込み 美隅公民館へ。受付後、

7 月 9 日(木)までに参加費
を公民館へお持ちください。

      1991 年沖縄県出身。
性同一性障害当事者で
あり、性別適合手術を
受け、戸籍変更を行っ
た経験を持つ。

広島県を中心に講演
会を行いながら、セクシュアルマイ
ノリティの啓発や当事者の相談にも
力を入れている。

當山
と う や ま

敦己
あ つ き

さん

お好きな香りをブレンド！

アロマを使った

マスクスプレー作り

自分らしさってなんだろう？
～こころもからだもいろいろ、彩り豊かでええじゃん！～

ふつうって何だろう？人と
違うことはいけないこと？「自
分らしさ」について一緒に考え
てみませんか？

蒸れや匂い…マスクによる不快感が増して
くるこれからの季節を、より快適に過ごすため
のアロマ=精油を使用したマスクスプレー作り
です。

好きな香りを選んで、オリジナルのスプレー
を作ります！

仕事等でマスクを付ける機会の多い方、
子育て世代の方等、アロマの香りで癒しの
時間を過ごしてみませんか？

■日 時 7 月 26 日(日)
10：00～12：00

■会 場 楽々園公民館
■対 象 どなたでも
■参加費 無料 ■定 員 20 人
■申込み 楽々園公民館へ。

会場 美隅公民館

７月１２日(日)

１０：００～１１：３０

新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため、次のことにご協力をお

願いします。

①マスクを着用する。

②人との距離をできるだけ
2m以上あける。(最低 1m)

③身体接触（密着）を避ける。

④事前に健康状態を確認し、
発熱や風邪等、体調に不安の
ある方は来館を控える。

⑤利用前に、石鹸で 30秒程度の手
洗いをする。（消毒液使用でも可）

【部屋を利用される方へのお願い】
部屋を利用される方は、合わせて

次のことにご協力をお願いします。

⑥参加者数は各室の定員の半分以
下とする。

⑦1時間に 1回以上、窓やドアを
開け換気を行う。

⑧活動の参加者を把握し、保健所等
からの名簿提供の依頼があった
場合は協力する。

ここいろ hiroshima 共同代表
講 師

来館者の皆さまへのお願い

楽々園・美隅 No.220    月号
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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

三世代交流 そうめん流し
中止のお知らせ

楽々園地区

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
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため

7 月はお休みします。

歌声サロン潮さい

第 4 月曜日
前半：定員 30 人
13：30～14：30
後半：定員 30 人
14：30～15：30
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
    マスク

※定員を超える場合
は入場をお断りす
る場合があります。

ほっとサロン
美の里

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため
7 月はお休みします。

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

リズム体操
講師：原田 洋美さん
【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

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため
7 月はお休みします。

いきいきサロン
新生会

第 2 金曜日
13：30～14：30
隅の浜会館

ヤクルト出前講座
【200 円】

6 月 29 日(月)まで
※隅の浜一丁目在住

の方が対象です。

やまぼうし会
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため

7 月はお休みします。

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
※7/24(金)はお休みです。

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
10：00～12：10

隅の浜会館

コスモス
毎週月曜日
10：20～12：00

美隅公民館

楽々園学区サロンに参加しませんか？

体幹・インナーマッスル・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。身体全体を整えながら、美
しく健康的な姿勢を目指しませんか？

1 回だけでも毎週でも参加できます。
気軽にどうぞ！

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
7/3(金)
10：00～12：00
楽々園公民館

※8 月はお休みです

七夕飾り作り
【100 円】
[要申込]先着７組
申込先：谷本(921-3464)
※持参物：飲み物
※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。

楽々園と隅の浜・美の里の間を流れる岡の下川。
その河口にあるのが岡の下川水門です。

岡の下川は地形的な条件から高潮が発生しやす
く、下流域の低平地を中心として台風による浸水の
被害が多くみられていました。そのため、高潮によ
る浸水を防ぐために、川に入り込む海水をせき止め
る防潮水門として、岡の下川水門は建設されました。

興味のある方は、晴れた日にその頼もしい姿を見
に行ってみてはいかがでしょうか。

[発見その2]

岡の下川水門

■日 時 7 月 1 日・8 日・15 日・22 日・29 日(水)
    19：15～20：15 

■場 所 佐伯区スポーツセンター
■対 象 おおむね 15 歳以上の方
■定 員 各回 15 人 ■参加費 500 円/回
■申込み 開催当日 18：45 から窓口にて受付（先着順）
■問合せ 佐伯区スポーツセンター（TEL 924-8198）

佐伯区スポーツセンターからのお知らせ
「お手軽！ピラティス」

今年度の三世代交流そうめん流しは、新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止するこ
ととなりました。

撮影：沖田 彰さん(ボランティアカメラマン)


