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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

      ●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。

楽々園・美隅 No.222    月号

お口の健康は健康寿命と密接な関係が

あります。この機会に【口腔の働き】

を学んでみませんか。

【利用者の皆様へ】以下のいずれかに該当する場合は、主催事業への参加（公民館の利用）はしないでください。

①発熱や軽度であっても咳、咽頭痛などの症状のある方

②過去 2週間以内に発熱や感冒症状（咳や咽頭痛など）で受診や服薬等をした方

③過去 2週間以内に感染拡大している地域や国への訪問歴がある方

なお、持病のある方や妊婦など、健康や体調に不安のある方は参加（公民館の利用）を控えてください。

今年度から申込み制に

なりました。

ワクワク工作＆くじ

メダカすくい

ブーブーメガホンとわんわんキ

ーホルダーを作ろう！くじは 1回

５０円だよ。

最強親子決定戦！

9 月の休館日

★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。

開 館 時 間

親子で楽しい工作やゲームに挑戦！

各コーナー３０分ずつ体験するよ！

秋祭り

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

「同じジェスチャーできるかなゲ

ーム」「お互いのこと知ってるか

なゲーム」など、親子の絆が試さ

れる！？

メダカすくいを楽しもう！取った
メダカは持ち帰ることもできる
よ！

1 日(火)・8 日(火)・15 日(火)
21 日(月・祝)・22 日(火・祝)

23 日(水)・29 日(火)

〈会 場〉楽々園公民館

〈対 象〉小学生と保護者

〈定 員〉３０人（最大１５組）

〈参加費〉無料 ※くじのみ１回５０円（自由参加）

〈申込み〉楽々園公民館へ。

〈主 催〉楽々園公民館

〈 〉楽々園児童館、楽々園学区社会福祉

協議会、楽々園母親クラブ、海老塩浜

プロジェクト、青少年育成支援サーク

ル「チーム埋蔵金」

ミニミニ

10 月 15 日(木) 13：30～15：00 会 場 美隅公民館

受付 12:30～13:009月 日日13
13:00～15:30実施

◆講 師 中林歯科クリニック
歯科医師 中林 浩樹さん

◆対 象 概ね 60 歳以上の方 ◆定 員 15 人
◆申込み 9 月 15 日(火)8：30 から

五日市南地域包括支援センター（TEL924-8051）で受付します。
◆共 催 五日市南地域包括支援センター

公民館を利用する

場合は、必ずマスクを

着用してください。

mailto:rakurakuen-k@cf.city.hiroshima.jp
http://www.cf.city.hiroshima.jp/rakurakuen-k/
mailto:misumi-k@cf.city.hiroshima.jp
http://www.cf.city.hiroshima.jp/misumi-k/


■期 間 9 月 5 日(土)～9 月 12 日(土)
10：00～17：00

■会 場 合人社ウェンディひと・まちプラザ
■内 容 日本画・洋画・書道・写真・工芸・手芸の

作品展示
■問合せ （公財）広島市文化財団

ひと・まちネットワーク部管理課
    （TEL 541-5335）

[発見その3]

楽々園小学校南側の護岸壁画

楽々園地区

楽々園小学校の近くの防波堤には、毎年 6 年生
が卒業制作として描く壁画が並んでいます。

この卒業制作は、平成 14 年度に始まり、それ
から毎年行われてきました。その年に話題になっ
たニュースや流行したものをテーマとして、児童
が自らデザインを考え、描いています。

今年度は残念ながら卒業制作は行われないそう
ですが、これまでに描かれたものを、昔を懐かし
みながらご覧になってはいかがでしょうか？

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

以下のイベント・催し物は、今年度は中止とな
りました。絵画・写真・書や工芸・手芸など、

公募作品約 200 点を展示します。
「人生の達人」の皆さんの、心温

まる力作をぜひご覧ください。

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 ※9 月はお休みです。

歌声サロン潮さい
※9 月はお休みです。

10 月からは会場を美隅荘に変更して開催します。

ほっとサロン
美の里

第 3 金曜日
13：30～15：30
美隅公民館

ヤクルト出前講座
【200 円】

[要申込]
（※会員以外の方）

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

映画鑑賞
【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 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

体操
【200 円】

9 月 2 日(水)まで
※隅の浜一丁目在住

の方が対象です。

やまぼうし会
第 2 金曜日
13：30～15：00
美隅荘

ヤクルト出前講座
【100 円】

[申込不要]
※隅の浜三丁目以外

の方は 200 円

いきい き健 康体 操
ファイト

第 2・5 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 ※9 月はお休みです。

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
※9/22(火)はお休み

隅の浜会館

コスモス
毎週月曜日
10：20～12：00
※9/21・27(月)はお休み

美隅公民館

楽々園学区サロンに参加しませんか？

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

※10 月はお休みです。

撮影：沖田 彰さん(ボランティアカメラマン)

※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 敬老の日の集い
■主 催 楽々園学区町内会連合会

●みなみふれあいまつり 2020
※中止に伴い、遊休品の回収も行いません。
■主 催 五日市南小学校 PTA


