
〒732-0033広島市東区温品七丁目8番19号 ℡ (082)289-0256 ■fax(082) 289-0256

【開館時間】8:30～22:00【受付時間】月・水・土・日曜日 8:30～17:15 木・金曜日8:30～21:00

■e-mail nukushina-k@cf.city.hiroshima.jp
■ホームページ http://www.cf.city.hiroshima.jp/nukushina-k/
■facebook https://www.facebook.com/nukushinakominkanhiroshima/
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公益財団法人広島市文化財団 温品公民館

マークのついた

事業は「高齢者

いきいき活動ポイン

ト」対象事業です。ポ

イント手帳をお持ちの

方はご持参ください。

主催事業のご案内 参加者募集しています！

申込み受付 ※特に記載がない限り 5月1日㊊ 8:30から 申込み締切日17:00まで

電話または来館で温品公民館へお申込みください。

◆場所の記載がないものは、温品公民館にて開催◆参加費の記載がないものは、原則無料
◆申込みの際にいただいた個人情報は、講座に関する諸連絡以外には使用しません。

◆掲載している事業は新型コロナウイルス感染拡大防止等の理由により、中止・変更となる場合が

あります。詳しくは、ホームページをご覧いただくか、公民館へお問い合わせください。

動を体験してみませんか。

温品公民館

グループ体験会

温品公民館利用グループと
公民館が共催して行う一日
体験事業。

人形劇
体験

おはなしドンドン

「おはなしドンドン」は、現在
９人のメンバーで活動中。それ
ぞれの特技を活かし、道具・人
形等、すべて手作りで公演を
行っています。子どもの笑顔を
活力に楽しみながら一緒に活動
するしてみませんか。

■日 時 5月22日㊊ 10:00～11:00

■対 象 女性限定 3人 ※先着順

■内 容 ①人形劇の鑑賞

②人形劇の実演体験

■申込み 5月15日㊊までに温品公民館へ

「人形劇を演じる側」の体験会
～人形劇を演じてみよう～

申込要

アロハ リリーズ

■日 時 6月2日㊎ 10:00～11:00

■対 象 成人以上 どなたでも 5人 ※先着順

■内 容 「月の夜は」の曲に合わせて

フラを体験

■持参物 飲み物、動きやすい服装

■教材費 無料 ※会に入会後は月会費要

■申込み 5月26日㊎までに温品公民館へ

～フラ体験で心も体もリラックスしましょう～

ハワイアン音楽に癒されながら、一
緒に踊って、運動不足を解消しませ
んか。「アロハリリーズ」は、現在
8人で楽しく活動しています。

申込要
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温品フォトクラブ

■日 時 6月7日㊌ 9:00～12:00

■対 象 成人以上どなたでも 3人 ※先着順

■持参物 写真データの入ったUSB(ある方)

■教材費 無料 ※会に入会後は月会費が必要になります。

■申込み 6月4日㊐までに温品公民館へ

写真の好きな方、趣味としている人が集
まって、おすすめの写真を披露しあい、
互いにアドバイスをして楽しんでいます。
現在５人で月一回楽しく活動中です。

申込要

囲碁将棋
申込要

女性・初心者も大歓迎です。会員
の皆さんと一緒に「囲碁・将棋」
を楽しみませんか。

■日 時 6月17日㊏13:00～17:00

■対 象 どなたでも 4人 ※先着順

■教材費 無料 ※会に入会後は2000円/6ヵ月ごとに

■申込み 6月15日㊍までに温品公民館へ

碁楽グループ
「囲碁・将棋対局体験会」

手 話 手話サークルWa

■日 時 5月24日㊌ 14:00～15:30

■講 師 手話サークルWaの皆さん

■内 容 身振りで表してみましょう

手話で自己紹介

■対 象 子どもでも、大人でも、親子でも

どなたでもどうぞ！

10人程度 ※先着順

■申込み 5月17日㊌までに温品公民館へ

～手話で話してみませんか～

申込要

新型コロナウイルス感

染対策にご協力をお願

いいたします。

令和４年度に、温品・上温品ふるさと散

策クラブのメンバーにより作成された、

温品・上温品の魅力を再発見するための

マップ「温品魅力発見之図」を、温品公

民館ホームページにて５月より公開いた

します。ぜひご確認ください！

５月より公開します！

ぬくしな学びカフェ

地域の方による地域の方のためのカル
チャー講座。素敵な趣味や特技をもった
地域の達人から学びます。

申込要女性セミナー 申込要

■日 時 6月2日㊎ 10:00～11:30

■内 容 ①犯罪捜査への協力のお願い

②女性などが巻き込まれる犯罪への備え

(昨今、社会をおびやかしている強盗、

特殊サギ、痴漢等について)

■講 師 元福山警察署署長

広島市東地区保護司

奥田 右文さん

■対 象 どなたでも 20人 ※先着順

■持参物 筆記用具

■申込み 5月31日㊌までに温品公民館へ

■共 催 温品女性会

犯罪捜査の現場から、

女性にも男性にも、自

分と大切な人の安全・

安心のために、知って

おいて欲しいお話です。

～賢く知って、身を守る～

上温品のつつじが丘団地の頂上にある閑

静なバラ園で、ゆったりと陶芸を体験し

てみませんか。お好きな形・色でオリジ

ナル作品が初心者でも作れます。

※現地集合・現地解散。※駐車場あり(6台)

■日 時 5月21日㊐ 10:00～13:00

■場 所 津々路 (上温品二丁目15-12)

■対 象 小学生以上どなたでも 9人 ※先着順

※小学生は保護者とお二人分での参加のみ可

■講 師 陶芸教室「津々路」磯谷重夫さん

陶芸指導者 白附 真由美さん

■教材費 1,500円、親子の場合2,000円/組
※当日集めます

■持参物 エプロン、手拭きタオル

■申込み 5月19日㊎までに温品公民館へ

土と自然とふれあう陶芸体験
～満開のバラにかこまれて～

バラが見ごろの

季節です

■日 時 6月10日㊏ 9:30～13:00

■対 象 男性限定 3人 ※先着順

■持参物 エプロン、バンダナまたは帽子、手拭き

■教材費 800円 ※食材費、当日集めます※締め切り日

以降のキャンセルは教材費をいただく場合があります

※会に入会後は食材費の他、別途月会費要

■申込み 6月3日㊏までに温品公民館へ

男性クッキング

作る楽しみ・食べる楽しみを感じ
ながら、「料理の基本」を身につ
けて、楽しく活動しています。

「男性が楽しめる料理教室」

男性料理 申込要

メニュー

パエリア

他

ヨーガ Y.Yヨーガ

「Ｙ.Ｙヨーガ」は、現在９人のメ
ンバーで活動中。ゆったりとした
雰囲気の中で無理のない範囲で
ヨーガのポーズをとってみましょ
う。

■日 時 5月29日㊊ 13:30～15:00

■対 象 女性限定 5人 ※先着順

■持参物 飲み物、バスタオル

動きやすい服装

■教材費 無料※会に入会後は月会費要

■申込み 5月27日㊏までに温品公民館へ

申込要

～気持ちよく体をほぐして

心と体をリフレッシュ～

～もっと写真を楽しもう～

まずは気軽に
体験会で 何か新しいことを

はじめてみたい！グループの
活動を
体験だ！


