
子育て支援員さんに来てもらって、絵
本の読み聞かせやおやこ遊びしながら楽
しく過ごしましょう。

■日 時 12 月 17 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

ワードやエクセルの使
い方や、年賀状作りにつ
いてボランティアさんに
相談しましょう。

お口の健康を保つことは、身体の健

康・認知症の予防、感染症の予防など、

プラスに働くと言われています。「お

口」について、一緒に学びませんか。

■日 時 12 月 4 日(土)18 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。

ひねろー陶芸は、ろくろを使わずに誰でも簡単に楽
しくできる陶芸です。初めてでも味のある素敵な作品
が作れます。これからの季節にぴったりのひな人形を
作って、お家に飾ってみませんか。

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♪

今年のクリスマスはワッフ
ルを重ねてツリーを作ってみ
ましょう。ワッフルを焼いて楽
しくデコレーション！自分だ
けのワッフルで楽しいクリス
マスを過ごそう！

■日 時 12 月 25 日(土)
10：00～13：00

■講 師 楽々園母親クラブの皆さん
■参加費 500 円（材料代）
■対 象 小学生 ■定 員 16 人
■持参物 エプロン、三角巾、手拭き

食器拭き、水分補給用の飲み物
■申込み 楽々園公民館へ。受付は 12 月 1 日(水)に

開始します。受付後、12 月 18 日(土)まで
に参加費を公民館へお持ちください。

中学生が部活で取り組
んだ絵画や小物の作品を
展示します。

是非ご覧ください！

■日 時 1 月 17 日(月)
13：30～15：30

■講 師 陶芸家 三島 博 さん
■参加費 1,100 円（材料代）
■対 象 陶芸に興味のある方
■定 員 12 人
■持参物 手を拭くタオル、汚れ防止のエプロン等
■申込み 楽々園公民館へ。受付後、１月 15 日(土)

までに参加費を公民館へお持ちください。
※作品は製作後、講師が窯に持ち帰り焼成しますので、

お渡しは 2 月中旬頃となります。

■期 間 12 月２日(木)
～12 月 1６日(木)

■日 時 12 月 16 日(木)
13：30～15：00

■対 象 おおむね 65 歳以上の方 ■定 員 30 人
■申込み 五日市南地域包括支援センターへ。

（TEL 924-8051）


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
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あります♪













こども料理教室

「ワッフルを使ってツリー作ろう！」

　今年のクリスマスはワッフルを重ねてツリーを作ってみましょう。ワッフルを焼いて楽しくデコレーション！自分だけのワッフルで楽しいクリスマスを過ごそう！

■日　時　12月25日(土)

10：00～13：00

■講　師　楽々園母親クラブの皆さん

■参加費　500円（材料代）

■対　象　小学生　　■定　員　16人

■持参物　エプロン、三角巾、手拭き

食器拭き、水分補給用の飲み物

■申込み　楽々園公民館へ。受付は12月1日(水)に

開始します。受付後、12月18日(土)まで

に参加費を公民館へお持ちください。



ひねろー陶芸！

「自分だけのひな人形を作ろう」





　ひねろー陶芸は、ろくろを使わずに誰でも簡単に楽しくできる陶芸です。初めてでも味のある素敵な作品が作れます。これからの季節にぴったりのひな人形を作って、お家に飾ってみませんか。









■日　時　1月17日(月)

13：30～15：30

■講　師　陶芸家　三島　博　さん

■参加費　1,100円（材料代）

■対　象　陶芸に興味のある方　　

■定　員　12人

■持参物　手を拭くタオル、汚れ防止のエプロン等

■申込み　楽々園公民館へ。受付後、１月15日(土)

までに参加費を公民館へお持ちください。

※作品は製作後、講師が窯に持ち帰り焼成しますので、

お渡しは2月中旬頃となります。

















子育てサロンぽっぽ

「クリスマスのお楽しみ会」

いきいき健康教室

「お口のケアで健康アップ！」





お口の健康を保つことは、身体の健康・認知症の予防、感染症の予防など、プラスに働くと言われています。「お口」について、一緒に学びませんか。

子育て支援員さんに来てもらって、絵本の読み聞かせやおやこ遊びしながら楽しく過ごしましょう。







■日　時　12月17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　12月16日(木)

13：30～15：00

■対　象　おおむね65歳以上の方　■定　員　30人

■申込み　五日市南地域包括支援センターへ。

（TEL 924-8051）









らくらくロビー展

「五日市南中学校 生徒作品展

～美術部＆ホームメイキング部の作品～」

ICTサロンらくらくえん

「はじめてのパソコン」







ワードやエクセルの使い方や、年賀状作りについてボランティアさんに相談しましょう。





中学生が部活で取り組んだ絵画や小物の作品を展示します。

是非ご覧ください！





■日　時　12月4日(土)18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。





■期　間　12月２日(木)

～12月1６日(木)
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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 12 月9 日(木)  

14：00～（30分から 1時間程度） 

 

12 月はクリスマ

ス。サンショくん

は雪の舞うスノー

ドームで楽しそ

う。サンタ姿もか

わいいですね。 

展示期間  

12月 1 日（水）～12月 27日（月） 

 

 公民館わくわく情報でおなじみ！季

節感あふれる今年のサンショくんのイ

ラストを展示します。 

  

トムとジェリー④ 

日 時 12 月18 日(土)  10：30～11：30 

会 場 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） 

 

 

 

日 時 1 月15 日(土) 10：00～12：00 
講 師 巻寿司特任大使 上田 直美さん 

対 象 4歳以上のお子さんと保護者(ひと家族 3人まで) 

定 員 8組  

参加費 ひとり 500円(材料費) 

持参物 エプロン、ふきん、三角巾、飲み物  

申込み 美隅公民館へ。受付後、12月 26日(日)までに 

参加費を公民館へお持ちください。 

※巻き寿司にはサーモン、卵を使用します。 

 

 

配付開始日 

12月 17 日(金)～(先着 20 名) 

来年の「サンショくんカレンダ

ー」(A4サイズ)を配付します。 

1 年をかわいいサンショくんと一

緒に過ごしませんか？ 

日本中世史の研究者で、県立広島大学名誉教授 秋山

伸隆先生をお招きして、佐伯区の「あまんじゃく伝説」

の舞台となった佐伯区の近海や宮島の歴史について、

２回に渡ってお話しいただきます。 
  
初 回：１月３０日(日) １３時３０分～ 

テーマ：『中世の瀬戸内の海に生きる人々の暮らしー

佐伯区に伝わる「あまんじゃく伝説」の時代

背景を探るー』 

※募集及び詳細は１月号をご覧ください。 

 

アニメーションを観よう！   

 

 

 

 

 

 

 

 

公民館わくわく情報で連載中の 

『やっぱりすごい！？あまんじゃ 

く伝説』で紹介した話や紹介しき 

れなかった話を、当館のホームペ 

ージに解説付きで載せています。 
 
こちらからご覧いただけます。 


