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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
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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。

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

      ●左のマークが表示されている講座は、高齢者いきいき活動ポイントの対象です。

       参加される際にポイント手帳をお持ちいただくと、押印いたします。

●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。

来館者の皆様へのお願い

マスクの着用を
お願いいたします

人との距離を 2m(最低 1m)
あけてください

★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。

楽々園・美隅 No.221    月号

8 月の休館日

災害時に役立つ、カセットコンロとポリ袋でできるポ

リ袋クッキングを体験してみませんか。

温かいごはんで心もホッコリ、野菜をいろいろ入れる

と体もスッキリ！

【調 理】ほかほかごはん、栄養満点カレー
【試 食】おすすめのおいしい非常食、アレルギー

対応食、心が癒されるおやつ など

【お話し】災害に備えての心構え、備蓄しておいた
らよいおすすめ品の紹介 など

8：30～22：00
窓口受付時間 8：30～17：15
【木・金曜日は 21：00 まで】

開 館 時 間

身体接触(密着)を
避けてください

4 日(火)・6 日(木)・10 日(月・祝)
11 日(火)・18 日(火)・25 日(火)

もしものために

■日 時 ９月１４日(月) 10：00～13：00
■会 場 楽々園公民館
■講 師 ヘルスケアプロジェクト代表

鉄
か

穴
な

森
もり

陽子さん
■対 象 内容に興味のある方
■定 員 ８人
■参加費 ４００円（材料代）
■持参物 エプロン、三角巾、ふきん、
■申込み 楽々園公民館へ。受付後、９月７日(月)までに

参加費を公民館へお持ちください。

◆講 師 広島市環境サポーター 清崎 京子さん

          中道 治子さん

◆対 象 どなたでも ◆定 員 15 人

◆参加費 300 円（鼻緒・ロープ代）

◆持参物 古着を切った布※、洗濯ばさみ 1 つ、

使用済みの割りばし 1 本、

ものさし（30cm 程度）、はさみ
※古着の素材や切り方についての説明書は、

参加費をお持ちいただいた際に、お渡しします。

◆申込み 美隅公民館へ。受付後、9 月 4 日(金)までに

   参加費を公民館へお持ちください。

９月は季節の変わり目です。

もう使わない Tシャツや浴衣などを活用して、

履き心地抜群の布ぞうりを作りませんか？

9 月 13 日(日) 13：30～15：30

会 場 美隅公民館

発熱等、体調に不安のある方は
来館を控えてください

利用前には手洗いまたは
消毒をお願いいたします

2m
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水難事故を防ぐための浮き方を学びます。

■日 時 9 月 12 日(土)

17：00～18：30

■会 場 佐伯区スポーツセンター

■対 象 小学生以上 ■定 員 24 人

■参 加 費 500 円

■申 込 み 8 月 1 日(土)8：30 から電話または

窓口にて受付します。

■問 合 せ 佐伯区スポーツセンター

（TEL924-8198）

トップスポーツを応援することで、広島の

スポーツ振興及び地域の活性化を図ることを

目的としています。

【8 月のホームゲーム】

8 月  9 日(日) 18：00 VS 湘南ベルマーレ

8 月 12 日(水) 19：00 VS サガン鳥栖

8 月 19 日(水) 19：00 VS FC 東京

8 月 29 日(土) 19：00 VS ベガルタ仙台

■会 場 エディオンスタジアム広島

子育てサロン

サロン名・日時・会場 内容・【参加費】・申込等

子育て Cafe スマイル
9/4(金)
10：00～12：00
楽々園公民館

※8 月はお休みです。

子育て支援員と一緒に
親子遊び
【100 円】
[要申込]先着７組
申込先：谷本

(090-1352-4630)
※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。

■活動日時 毎月第 1～3 土曜日

10：00～12：00

■会  場 楽々園公民館

■会  費 2,400 円/月

■対  象 幼児～小学生

■問 合 せ 楽々園公民館へ。

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

子どもたちに字を書く楽しさを伝えていき

たいと思っています。土曜の朝、一緒にはじめ

てみませんか？

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

※8 月はお休みです。歌声サロン潮さい

ほっとサロン
美の里

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

軽音楽の鑑賞
【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 4 木曜日
10：00～15：00
美隅荘

百人一首など
【無料】

[要申込]

いきいきサロン
新生会

※8 月はお休みです。

やまぼうし会

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

楽々園学区サロンに参加しませんか？
百歳体操 ※現在、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
※8/14(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
※8/10、17、31(月)は

お休みです。

美隅公民館

広島市避難誘導アプリ「避難所へ GO！」

は、災害が発生する前に適切な行動を行っ

ていただくための防災アプリです。

避難勧告などの緊急情報はもちろん、現

在地の危険度や、最寄りの避難所へのルー

トを確認できます。

詳しくは、区役所または

最寄りの公民館にあるチラシ

をご覧ください。

【Android 版】

【iOS 版】

ダウンロードは
こちらから

※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。


