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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。

来館者の皆様へのお願い

12 月の休館日

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

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

オレオレ詐欺、還付金詐欺、架空請求詐欺などの特
殊詐欺について、知ってなっとく、詐欺の撃退法を楽
しく学びませんか。

■日 時 １２月２２日(水)１３：３０～１５：００
■会 場 楽々園公民館
■講 師 お笑い芸人 ジャンボ亭ばずーか さん
■対 象 おおむね６０歳以上 ■定 員 ３０人
■持参物 筆記用具（お持ちの方はポイント手帳）
■参加費 無料    
■申込み 楽々園公民館へ

★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

楽々園・美隅 No.237    月号

身体接触(密着)を
避けてください

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”

12 月 17 日（金）13:30～15:30

そんな方に最適なスマホ体験教室です！

1 人に 1 台、iPhone をお貸しします

スマホの基本操作や便利なアプリを体験してみましょう

(注意：「使い方教室」ではありません)

会 場：美隅公民館         

対 象：スマホをお持ちでない方

定 員：12 名  持参物：筆記用具     

申込み：美隅公民館へ電話又は来館にて

共 催：ソフトバンク株式会社

企業連携

講 座

「そろそろスマホにしようかな」

「でも、ちょっと難しそうだな」

「ちょっと買う前に試してみたいな」

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

7 日(火)・14 日(火)・21(火)・28 日(火)
29 日(水)・30 日(木)・31 日(金)

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

時間変更となる場合があります。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
今後の状況によっては、掲載している各事業は中止となる場合があります。
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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

		7日(火)・14日(火)・21(火)・28日(火)

29日(水)・30日(木)・31日(金)

開 館 時 間

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、時間変更となる場合があります。

12月の休館日





		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/8：30～22：00

窓口受付時間　8：30～17：15

【木・金曜日は21：00まで】



　　　　　　　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。





新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

今後の状況によっては、掲載している各事業は中止となる場合があります。

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





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”

12月17日（金）13:30～15:30



そんな方に最適なスマホ体験教室です！

1人に1台、iPhoneをお貸しします

スマホの基本操作や便利なアプリを体験してみましょう

(注意：「使い方教室」ではありません)

会　場：美隅公民館　　　　　　　　　

対　象：スマホをお持ちでない方

定　員：12名　　持参物：筆記用具　　　　　　

申込み：美隅公民館へ電話又は来館にて　　

共　催：ソフトバンク株式会社



企業連携講座

「そろそろスマホにしようかな」

「でも、ちょっと難しそうだな」

「ちょっと買う前に試してみたいな」



詐欺の手口を

知ろうや講座

オレオレ詐欺、還付金詐欺、架空請求詐欺などの特殊詐欺について、知ってなっとく、詐欺の撃退法を楽しく学びませんか。

■日  時  １２月２２日(水)１３：３０～１５：００

■会  場  楽々園公民館

■講  師  お笑い芸人　ジャンボ亭ばずーか さん　

■対  象  おおむね６０歳以上　■定  員  ３０人

■持参物　筆記用具（お持ちの方はポイント手帳）

■参加費  無料　　　　

■申込み  楽々園公民館へ  









































身体接触(密着)を

避けてください

2m







利用前には手洗いまたは

消毒をお願いいたします

発熱等、体調に不安のある方は

来館を控えてください

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。
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百歳体操

サロン名 日時 会場

咲楽会
毎週金曜日
13：30～15：00

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

①グループ

12/6(月)

②グループ

12/13(月)

10：20～12：00

美隅公民館

つむぎの会
毎週金曜日
10：30～11：30

(有)装苑
【100 円】
※楽々園地区在住

の方が対象です。

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
12/3(金)
10：00～12：00
楽々園公民館

※1 月はお休みです。

クリスマス会
【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。

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

申告書の作成はこちらから！

＊マイナンバーカード対応のスマートフォン等をお持ちでない方も、ＩＤ・パス
ワードがあれば、e-Tax で送信できます。

■日 時 12 月 1・8・15 日(水)
19：15～20：15

■会 場 佐伯区スポーツセンター 会議室
■対 象 おおむね 15 歳以上 ■定 員 各 15 人
■参加費 各 500 円
■申込み 開催当日 18：45 から窓口にて受付

（先着順）

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
第２木曜日
13：30～15：00
楽々園公民館

歌と体操と
おしゃべり
【無料】

[申込不要]

歌声サロン潮さい
第 4 月曜日
13：30～15：30
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

ほっとサロン
美の里

第 3 金曜日
13：30～15：00
美隅公民館

薬剤師のミニ講座
（薬の話）

【100 円】

[申込不要]

※個別相談 OK

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

クリスマス会
【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
10：00～16：00
美隅荘

百人一首など
【無料】

[要申込]

いきいきサロン
新生会

第 1 金曜日
13：30～15：30
隅の浜会館

健康教室
講師：岡畠 佳子さん
【200 円】

※定員に達しています。
※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

コツコツ体操
【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・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

楽々園学区の地域活動に参加しませんか？

■問合せ 佐伯区スポーツセンター
（TEL 924-8198）

■日 時 12 月 6・13・20 日(月)
19：15～20：45

■会 場 佐伯区スポーツセンター 小体育室
■対 象 おおむね 15 歳以上 ■定 員 各 30 人
■参加費 各 500 円
■申込み 開催当日 18：45 から窓口にて受付

（先着順）

体幹の筋力強化や柔軟性の向上が
期待できるエクササイズ。

フィットネス的要素を多く取り入れて

考案されたヨガ。

2.e-Tax 送信
「マイナンバーカード」と「マイナンバ

ーカード対応のスマートフォン」をお
持ちの方は、e-Tax で送信できます。

※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又は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。

■活動日時 毎週金曜日 17：00～18：15
■会 場 楽々園公民館
■会  費 3,500 円/月
■対  象 幼児～小学生
■問 合 せ 楽々園公民館へ。

なんでも相談

活動名 日時・会場 内容

きんさい広場
第 1 金曜日
13：30～16：00
美隅公民館

なんでも相談窓口【申込不要】

(スマホ操作の相談、おしゃべり等)

講師の優しい指導でバトンの基礎から無理なく身に
つきます。フラワーフェスティバルや公民館まつりなど
に出演しています。みんな仲良く楽しい雰囲気で練習し
ていますので、興味のある方はお気軽にお問い合わせく

ださい。見学・体験は随時しています。

1.スマホ専用画面

給与所得以外に雑所得や一時所得が

ある方など、多くの方がスマホ専用

画面をご利用いただけます。


地域情報ＢＯＸ

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









■問合せ　佐伯区スポーツセンター

（TEL 924-8198）



■日　時　12月6・13・20日(月)

19：15～20：45

■会　場　佐伯区スポーツセンター 小体育室

■対　象　おおむね15歳以上　■定　員　各30人　

■参加費　各500円

■申込み　開催当日18：45から窓口にて受付

（先着順）

　体幹の筋力強化や柔軟性の向上が期待できるエクササイズ。

佐伯区スポーツセンターからのお知らせ

●お手軽！パワーヨガ

●お手軽ピラティス

　フィットネス的要素を多く取り入れて

考案されたヨガ。

楽々園公民館活動グループ会員募集

「楽々園バトンチーム」





　講師の優しい指導でバトンの基礎から無理なく身につきます。フラワーフェスティバルや公民館まつりなどに出演しています。みんな仲良く楽しい雰囲気で練習していますので、興味のある方はお気軽にお問い合わせください。見学・体験は随時しています。









■活動日時　毎週金曜日　17：00～18：15

■会　　場　楽々園公民館

■会　　費　3,500円/月

■対　　象　幼児～小学生

■問 合 せ　楽々園公民館へ。









税務署からのお知らせ　●スマホから確定申告



申告書の作成はこちらから！

1.スマホ専用画面

給与所得以外に雑所得や一時所得がある方など、多くの方がスマホ専用画面をご利用いただけます。





■日　時　12月1・8・15日(水)

19：15～20：15

■会　場　佐伯区スポーツセンター 会議室

■対　象　おおむね15歳以上　■定　員　各15人　

■参加費　各500円

■申込み　開催当日18：45から窓口にて受付

（先着順）  





＊マイナンバーカード対応のスマートフォン等をお持ちでない方も、ＩＤ・パスワードがあれば、e-Taxで送信できます。

2.e-Tax送信

「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード対応のスマートフォン」をお持ちの方は、e-Taxで送信できます。











楽々園学区の地域活動に参加しませんか？

なんでも相談

活動名

日時・会場

内容

きんさい広場

第1金曜日

13：30～16：00

美隅公民館

なんでも相談窓口【申込不要】

(スマホ操作の相談、おしゃべり等)





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

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

①グループ

12/6(月)

②グループ

12/13(月)

10：20～12：00

美隅公民館

つむぎの会

毎週金曜日

10：30～11：30

(有)装苑

【100円】

※楽々園地区在住

　の方が対象です。



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

12/3(金)

10：00～12：00

楽々園公民館



※1月はお休みです。

クリスマス会

【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。











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

第２木曜日

13：30～15：00

楽々園公民館

歌と体操と

おしゃべり

【無料】

[申込不要]

歌声サロン潮さい

第4月曜日

13：30～15：30

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

ほっとサロン

美の里

第3金曜日

13：30～15：00

美隅公民館

薬剤師のミニ講座

（薬の話）

【100円】

[申込不要]

※個別相談OK

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

クリスマス会

【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

10：00～16：00

美隅荘

百人一首など

【無料】

[要申込]

いきいきサロン

新生会

第1金曜日

13：30～15：30

隅の浜会館

健康教室

講師：岡畠 佳子さん

【200円】

※定員に達しています。

※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

コツコツ体操

【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・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



































※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又は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。
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