
男女共同参画が叫ばれる昨今。それが大切なのはわ
かるけれどもなんだか難しそう。そんな方でも楽しく、
笑いながら男女共同参画について学べます。後半には
夫婦の愛を描いた落語も。

野菜のおいしさを
ぎゅっと詰め込んだ
おいしいお菓子を親
子で楽しく作りまし
ょう！

■日 時 12 月 11 日(土)
10：00～12：00

■講 師 ヘルスケアプロジェクト代表
鉄穴森 陽子さん

■対 象 小学生とその保護者
■定 員 6 組   
■参加費 1 組 700 円（材料代）
■持参物 エプロン、三角巾、ふきん、飲み物（お茶

等）、クッキーを持ち帰るための容器
■申込み 楽々園公民館へ。参加費は１２月９日(木)

までに公民館へお持ちください。

昭和 24 年生まれ。38 才から落語を始め、現
在では広島弁爆笑落語で自治会や老人会など
に加え、お寺・学校寄席・病院・落語教室の
ほか、広島市内の公民館での講座やラジオ番
組への出演など、幅広く活動中。

出演 ジャンボ衣笠 さん

ワ ー ド や エ ク
セル の使い方な
ど、パソコンに関
する疑問を解決
しましょう。

これからの季節にぴったりのかわ
いいフェルト工作をして、みんなで
一緒にクリスマスツリーの飾りつけ
をしてみましょう。

■日 時 11 月 13 日(土)
10：00～12：00

■対 象 どなたでも
■定 員 30 人
■申込み 楽々園公民館へ。

けん玉にチャレンジして
集中力ＵＰ・やる気ＵＰ・
体力ＵＰ！

初めての人も、得意な人
も、参加してみてね！

相手の顔が見えないからこ
そ、気をつけたい配慮や思い
やり、みんなで多様性に満ち
た社会について考えてみませ
んか？

■日 時 11 月 19 日(金)
10：00～12：00
※11:30 頃から片づけをし

ます。
■対 象 乳幼児と保護者
■定 員 ７組
■持参物 水分補給用の飲み物
■申込み 楽々園公民館へ。
■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

■日 時 11 月 6 日(土)
20 日(土)

12 月 4 日(土)
10：00～12：00

■対 象 パソコン初心者の方
■定 員 各 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。

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♪

日ごろ楽々園公民館や美隅公民
館を利用しているグループ・団体
や地域団体の活動を紹介します。

■日 時 11 月 28 日(日)
10：00～11：00

■講 師 越智恵子さん 越智昭博さん
■対 象 小学生   
■定 員 初心者の部（１０人）・経験者の部（１０人）
■持参物 愛用のけん玉（持っていない人には貸出しあり）

飲み物、タオル
■申込み 楽々園公民館へ。

■日 時 12 月 1 日(水)
14：00～15：00

■講 師 広島市人権啓発課 長本 英高 さん
■対 象 どなたでも
■定 員 30 人
■申込み 楽々園公民館へ。

■前半：期間

11 月 1 (月)～11 月 15 日(月)
■参加グループ：ガールスカウト広

島 19 団、おやこ de 音楽あそび、ヨ
ガサークル

■後半：期間

11月17(水)～11月29日(月)
■参加グループ：手話サークルみの

り、かな習字、ストレッチ&バレエバ
ランス、ダネラ工房トワ・エ・モア、
楽々園学区社会福祉協議会

クッキーにはアイ
シングなどで飾り
つけします。


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。



楽々園公民館

講座の  

情報など 

いろいろ 

あります♪













★親子でベジスイーツづくり★

男女共同参画～落語で学ぶ男女の理想像～



・野菜をねりこんだ生地で作るクリスマスクッキー

・野菜ジュースでムース

　野菜のおいしさをぎゅっと詰め込んだおいしいお菓子を親子で楽しく作りましょう！

　男女共同参画が叫ばれる昨今。それが大切なのはわかるけれどもなんだか難しそう。そんな方でも楽しく、笑いながら男女共同参画について学べます。後半には夫婦の愛を描いた落語も。





クッキーにはアイ

シングなどで飾り

つけします。





■日　時　11月13日(土)

10：00～12：00

■対　象　どなたでも

■定　員　30人

■申込み　楽々園公民館へ。



■日　時　12月11日(土)

10：00～12：00

■講　師　ヘルスケアプロジェクト代表

鉄穴森　陽子さん

■対　象　小学生とその保護者

■定　員　6組　　　

■参加費　1組700円（材料代）

■持参物　エプロン、三角巾、ふきん、飲み物（お茶等）、クッキーを持ち帰るための容器

■申込み　楽々園公民館へ。参加費は１２月９日(木)までに公民館へお持ちください。









昭和24年生まれ。38才から落語を始め、現在では広島弁爆笑落語で自治会や老人会などに加え、お寺・学校寄席・病院・落語教室のほか、広島市内の公民館での講座やラジオ番組への出演など、幅広く活動中。

出演　ジャンボ衣笠　さん









わくわく！けん玉体験教室



身近なところから人権を考える

～「思い込み」から「思いやり」へ～



けん玉にチャレンジして集中力ＵＰ・やる気ＵＰ・体力ＵＰ！

初めての人も、得意な人も、参加してみてね！



　相手の顔が見えないからこそ、気をつけたい配慮や思いやり、みんなで多様性に満ちた社会について考えてみませんか？







■日　時　11月28日(日)

10：00～11：00

■講　師　越智恵子さん　越智昭博さん

■対　象　小学生　　　　

■定　員　初心者の部（１０人）・経験者の部（１０人）

■持参物　愛用のけん玉（持っていない人には貸出しあり）

飲み物、タオル

■申込み　楽々園公民館へ。





■日　時　12月1日(水)

14：00～15：00

■講　師　広島市人権啓発課　長本 英高 さん

■対　象　どなたでも

■定　員　30人

■申込み　楽々園公民館へ。











子育てサロンぽっぽ

「季節の工作」

ICTサロンらくらくえん

「はじめてのパソコン」

らくらくロビー展

「公民館活動グループ・団体紹介展」





ワードやエクセルの使い方など、パソコンに関する疑問を解決しましょう。



これからの季節にぴったりのかわいいフェルト工作をして、みんなで一緒にクリスマスツリーの飾りつけをしてみましょう。



日ごろ楽々園公民館や美隅公民館を利用しているグループ・団体や地域団体の活動を紹介します。







■前半：期間

11月1 (月)～11月15日(月)

■参加グループ：ガールスカウト広島19団、おやこde音楽あそび、ヨガサークル



■日　時　11月6日(土)

20日(土)

12月4日(土)

10：00～12：00

■対　象　パソコン初心者の方

■定　員　各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。



■日　時　11月19日(金)

10：00～12：00

※11:30頃から片づけをし

ます。

■対　象　乳幼児と保護者

■定　員　７組

■持参物　水分補給用の飲み物

■申込み　楽々園公民館へ。

■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







■後半：期間

11月17(水)～11月29日(月)

■参加グループ：手話サークルみのり、かな習字、ストレッチ&バレエバランス、ダネラ工房トワ・エ・モア、楽々園学区社会福祉協議会
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＊各種講座の申込み・お問い合わせは美隅公民館（TEL923-0622）まで。＊参加費の欄がない講座は無料です。

＊会場の欄がないものは美隅公民館で開催します。＊駐車スペースがないため、公共交通機関、自転車等でお越しください。

サンショくん

〒731-5137

広島市佐伯区美の里二丁目 1 番 25 号

TEL・FAX 923-0622

Facebookはこちらから→

毎月 1 回、本の整理や簡単な作業などをしています。

日 時 11 月 11 日(木)

14：00～（30 分から 1 時間程度）

秋の落葉の中、サ

ンショくんは特大

のマツタケを手に

入れ、したり顔。

さて、どうやって

食べようか？

展示期間 11 月 1 日（月）～ 11 月 29 日（月）

素朴な絵柄と一筆のメッセージ。

心なごむ作品をお楽しみください。

大切な人へ自分ができること、住み慣れた地域で暮らすヒント

をご紹介します。

日 時 12 月 2 日(木) 13：30～15：00
講 師 堀江 武史さん

申込み

(TEL 924－8051)へお申し込みください。

参加費 無料

上映作品 おしりたんてい 1
見た目はおしりでも、推理はエクセレントな名探偵

「おしりたんてい」が「ププッ」と事件を解決していく
謎解き物語。

日 時 11 月 20 日(土) 10：30～11：30
場 所 楽々園児童館

(美隅公民館ではありません)     

対 象 どなたでも（幼児は保護者同伴）

申込み 不要（当日、直接会場へ）

入場料 無料

暮らし編 認知症サポーターステップアップ講座

スマートフォンをお持ちでない方を対象とした無料講座を 12 月 17 日(金)13：30～15：30 に開催予定。

お一人に 1 台 iPhone を貸し出します。募集は 12 月号で受け付けます。詳しくは 12 月号をご覧ください。

ピアノの音に合わせて親子で楽しく

体を動かしましょう♪

日 時 12 月 3 日(金)

前半 10：00～10：30(1、2、3 歳児)

後半 10：30～11：00(4、5 歳児)

会 場 美の里保育園ホール(美の里二丁目 1-9)

講 師 親子リズムあそび指導者 奥本 秀明さん

対 象 1 歳以上の未就学児とその保護者

(ひと家族 3 人まで)

定 員 各 4 組

服 装 動きやすい服装(素足で行います)

持参物 飲み物、タオル

参加費 無料

申込み 美隅公民館へ

日 時 12 月 8 日(水) 10：00～12：00
講 師 園芸研究家 石田 邦夫さん

対 象 成人

定 員 15 名  

持参物 作業用手袋、移植スコップ、持ち帰り用袋

     (直径 30 ㎝くらいの植木鉢が入るもの)

参加費 800 円(材料代)

申込み 美隅公民館へ

受付後、12 月 1 日(水)までに参加費を

公民館へお持ちください。

日 時 12 月 5 日(日) 10：30～13：30
講 師 楽々園学区おやじの会のみなさん

対 象 小学生と保護者 5 組(ひと家族 3 人まで)

持参物 エプロン、三角巾、手拭き

参加費 1 組 1000 円(材料代)

申込み 美隅公民館へ

受付後、11 月 27 日(土)までに参加費を

公民館へお持ちください。

杵と臼を使った本格的なもちつきです。

みんなでつきたてのおもちを味わいましょう！

季節のお花を育てましょう♪お世話の方法について

のアドバイスや先生のお話も人気の講座です。


 秋の落葉の中、サンショくんは特大のマツタケを手に入れ、したり顔。

さて、どうやって食べようか？

〒731-5137

広島市佐伯区美の里二丁目1番25号

TEL・FAX 923-0622

みすみ



美隅公民館







Facebookはこちらから→



 サンショくん



＊各種講座の申込み・お問い合わせは美隅公民館（TEL923-0622）まで。＊参加費の欄がない講座は無料です。

＊会場の欄がないものは美隅公民館で開催します。＊駐車スペースがないため、公共交通機関、自転車等でお越しください。









親子でリズム遊び



認知症の病気と共に地域で暮らしている方は沢山おられます。大切な人へ自分ができること、住み慣れた地域で暮らすヒントをご紹介します。

日　時　12月2日(木)　13：30～15：00

講　師　グループホーム はなみずき 認知症アドバイザー 堀江 武史さん

申込み　11月8日(月)8:30～五日市南地域包括支援センター

(TEL 924－8051)へお申し込みください。

参加費　無料



いきいき健康教室







ピアノの音に合わせて親子で楽しく

体を動かしましょう♪

日　時　12月3日(金)　

前半 10：00～10：30(1、2、3歳児)

後半 10：30～11：00(4、5歳児)

会　場　 美の里保育園ホール(美の里二丁目1-9)

講　師　 親子リズムあそび指導者 奥本 秀明さん

対　象　 1歳以上の未就学児とその保護者

(ひと家族3人まで)

定　員　 各4組

服　装　 動きやすい服装(素足で行います)

持参物　 飲み物、タオル　

参加費　 無料

申込み　 美隅公民館へ

共　催   美の里保育園





暮らし編  認知症サポーターステップアップ講座









	



 



花づくり人づくり講座

秋の寄せ植え教室





お父さんと一緒にもちつき





	季節のお花を育てましょう♪お世話の方法について

のアドバイスや先生のお話も人気の講座です。







日　時　12月8日(水) 10：00～12：00

講　師　 園芸研究家　石田 邦夫さん

対　象　 成人　

定　員　 15名　　

持参物　 作業用手袋、移植スコップ、持ち帰り用袋

　　　　　(直径30㎝くらいの植木鉢が入るもの)

参加費　 800円(材料代)

申込み　 美隅公民館へ

受付後、12月1日(水)までに参加費を

公民館へお持ちください。







日　時　12月5日(日) 10：30～13：30

講　師　 楽々園学区おやじの会のみなさん

対　象　 小学生と保護者5組(ひと家族3人まで)

持参物　 エプロン、三角巾、手拭き

参加費　 1組1000円(材料代)

申込み　 美隅公民館へ

受付後、11月27日(土)までに参加費を

公民館へお持ちください。





杵と臼を使った本格的なもちつきです。

みんなでつきたてのおもちを味わいましょう！





















展示期間　11月1日（月）～　11月29日（月）



素朴な絵柄と一筆のメッセージ。

心なごむ作品をお楽しみください。

美隅公民館学習グループ

「絵手紙教室」作品展

子ども映画会



















上映作品　おしりたんてい1　 

見た目はおしりでも、推理はエクセレントな名探偵「おしりたんてい」が「ププッ」と事件を解決していく謎解き物語。







毎月1回、本の整理や簡単な作業などをしています。

日　時　11月11日(木) 

14：00～（30分から1時間程度）

30funnkara



図書ボランティア 紫陽花のお誘い



日　時　11月20日(土) 10：30～11：30

場　所　楽々園児童館

(美隅公民館ではありません)　　　　　

対　象　どなたでも（幼児は保護者同伴）

申込み　不要（当日、直接会場へ）

入場料　無料





買う前にわかる！はじめてさわる「スマートフォン体験教室」

















予告



スマートフォンをお持ちでない方を対象とした無料講座を12月17日(金)13：30～15：30に開催予定。

お一人に1台iPhoneを貸し出します。募集は12月号で受け付けます。詳しくは12月号をご覧ください。
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