
❖❖❖広報紙の無料配布にご協力いただき、ありがとうございます❖❖❖

中国新聞中山販売所、温品通り販売所、朝日新聞ＡＳＡ安芸府中・温品、ＹＣ読売センター温品・福木

磯合町内会、長伝寺町内会

まちの伝言板 5月 ～地域の皆様から寄せられた情報～

オープンスペース

オープンスペースは主に未就園児と

その保護者が気軽に集い、交流でき

る場です。子ども同士で遊ばせたり、

親子同士でお話しして気分転換をし

てみませんか？

場所:温品公民館

日時 5月15日㊊10:00～11:30

※詳しくは左面をご覧ください。

ぬくぬくっこ広場

場所:温品公民館子育てサークル

日時 5月10日㊌・24日㊌10:00

～11:30 ※概ね第2・4水曜日に

開催 内容 手あそび・ふれあ

いあそび、絵本など

0歳～未就園児の子どもたち

とママを対象としている子育てサー

クルです。一緒に遊んだり、子育て

の悩みなどをおしゃべりしましょう。

お気軽にご参加ください。

ひよこサークル

※申し込み不要、時間中出入り自由

日時 5月11日㊍9:30～11:30

※概ね第2木曜日に開催

問合せ 温品学区社会福祉協議会

事務局☎577-5473 東区子育て

支援センター☎261-0315

ぬくしなっこ 場所:温品集会所

保育園・幼稚園

■5月17日㊌ 9:30～11:30 にこに

こランド(0～4歳児) 「歓迎会を

しよう」 ■園庭開放 5月8日㊊か

ら概ね毎日9:00～10:30

※12日㊎、19日㊎、30日㊋はお休み

温品幼稚園 ☎289-3758

育児相談・教育相談もあります。

※対象は原則として未就園児親子

小学校・中学校

☎289-0255

5月 1日㊊ 家庭訪問

5月 2日㊋ 創立150周年航空写真

家庭訪問

5月 9日㊋ 全学年参観日・PTA総会

5月17日㊌ 色別集団下校

5月19日㊎ 臨時休業日
5月26日㊎ 学校運営協議会

温品小学校

☎289-2474

5月 1日㊊ 代休日[4月22日分]

5月 2日㊋ 遠足 [雨天の場合中止]

5月31日㊌ 上温品っ子タイム

上温品小学校

☎289-1890

5月 2日㊋ PTA委員総会

5月13日㊏,27日㊏ 土曜寺子屋

5月19日㊎ 臨時休業日

5月26日㊎ 体育祭(予備日:29日㊊)

温品中学校

児童館

☎508-4151

■5月9日㊋～13日㊏ プレゼン

ト工作 ■5月18日㊍ えほんの

おへや ■5月25日㊍ 映画会

温品児童館

☎280-3024

■5月11日㊍ 15:00～/13日㊏

10:30～12:00 プレゼント工作

ジュエルマグネット ■5月18日

㊍15:00～ 卓球教室

上温品児童館

■5月28日㊐ 東区民スポーツ
大会(場所:マエダハウジングスポー

ツセンター他) ・ソフトボール・ソ

フトバレー・グランドゴルフ・バド

ミントン競技に参加します。

問合せ ☎080-3879-3097(田村)

温品学区体育協会

■5月7日㊐ 廃品回収
公民館ロビーにて、5月13日㊏まで活

動写真展をしています。ぜひ見に来て

ください。子ども会では新規会員を募

集中です！入会申込書は公民館にあり

ます。

温品学区子ども会育成協議会

各種団体

交番・消防署

G7サミットに伴う交通量削減にご

協力を(G7広島サミット開催期間

5/19(金)～5/21(日))○マイカー利用

の自粛 ○業務用車両の運行調整○行

事・催事の日程ぬ更等の交通量の削減

にご理解とご協力をお願いします。

温品交番 ☎289-1166

はとぽっぽ 場所:温品福祉センター

日時 5月25日㊍9:30～11:00

※概ね第4木曜日に開催 ※5月

は健康相談室同時開催(要申込) 

持参物 母子手帳、バスタオル

問合せ 温品福祉センター☎289-

2635 東区子育て支援センター

☎261-0315

【防火標語】

平和都市

みんなでつくる

防火の輪

東消防署温品出張 ☎289-2790

身につけよう応急手当

☎289-7477温品保育園

■5月16日㊋ 10:00～11:00  

全国一斉園庭開放

☎289-0625清水谷保育園

■5月9日㊋ 10:00～10:45

園庭開放 「色水遊びをしよう」

温品公民館定例主催事業 ※年間を通して概ね毎月実施しています。

■日 時 5月13日㊏ 13:00～15:00

■対 象 どなたでも 15人程度 ※先着順

■持参物 折り紙(15cm×15cm)、

はさみ、のり

■申込み 5月12日㊎までに温品公民館へ

※毎月第２土曜日
おり紙のつどい

おり紙指導者が、折り方を教えてくださいます。

みんなで楽しいひとときを過ごしましょう。

申込要

※新規参加をご希望の方は公民館まで
お問い合わせください。

■日 時 5月18日㊍ 9:30～12:00

■集 合 温品公民館 玄関前

■内 容 土づくり、種のまき方講習

花の手入れ

■持参物 飲み物、タオル、軍手、はさみ

■共 催 ぬくしな花いっぱいクラブ

花づくり・花育てのつどい

花の育て方を学びながら、みんなで楽しく花壇の

手入れをしましょう！

※概ね毎月第３木曜日

子育てオープンスペース

ぬくぬくっこ広場

■日 時 5月15日㊊

10:00～11:30
※絵本の読み聞かせ、手遊び・親子遊びの

時間は、10:50頃からはじめます。

■対 象 乳幼児と保護者

■持参物 バスタオル

子育て中の方のふれあいの場として、

気軽に楽しんでいただけるオープン

スペースです。

※概ね毎月

第３月曜日

時間中、出入り自
由。お気軽にお越
しください。

■日 時 5月20日㊏ 9:30～11:30

■持参物 パソコン

■協 力 温品パソコンボランティアグループ

温品パソコンルーム

パソコン操作の疑問をボランティア

さんに相談できる場です。

時間中、出入り
自由。お気軽に
お越しください。

ロビー展 1階ロビーにて

■展示期間 5月17日㊌～6月4日㊐

水墨画作品展～地域の方の作品展～

■展示期間５月13日㊏まで

[東区内公民館ネットワーク事業]

東区わがまち情報展～温品公民館エリア編～

温品学区子ども会活動報告展

■展示期間５月13日㊏まで

温品女性会・温品学区体育協会◆共催

■日 時 6月10日㊏ 13:30～15:30

■場 所 温品小学校体育館

[ 東区温品七丁目８-８ ]

■対 象 どなたでも 20人 ※先着順

■講 師 東区スポーツ推進委員の皆さん

■持参物 室内シューズ、タオル、飲み物

動きやすい服装

■申込み 6月7日㊌までに温品公民館へ

「モルック」とは、フィンラン
ドの伝統的スポーツを元に作ら
れた《棒を投げてピンを狙う
「棒たおし」のスポーツ》。 年
齢を問わず、どなたでも楽しみ
ながら、安全にご体験していた
だけます。一発逆転もあり、
きっとまたやりたくなるスポー
ツです。お誘い合わせの上、ぜ
ひ、お気軽にご参加ください！

申込要 Zoomでママトーク
～ゆったり子育て応援タイム～

■対 象 ０～３歳の乳幼児とその保護者

■内 容 毎回テーマに沿ったミニ講座と

おしゃべりタイム

※予定 ◆5月29日㊊13:30～15:00

子どもと安全に暮らす・遊ぶための準備

◆6月21日㊌13:30～15:00

椅子を使った産後ケアピラティス

どこからでも参加できるオ
ンライン事業です。令和５
年度は、市内10公民館が連
携して、月に１度の開催で
す。詳細は、募集チラシ
（二次元コードからご覧い
ただけます）をご確認の上、
担当公民館(５月はmisasa-
k@cf.city.hiroshima.jp 三篠

公民館 )へお申込みください。

こちらを
チェック！

☎824-8129

■5月2日㊋ 10:00～11:00 こども

の日の集い ■5月16日㊋ 9:30～
11:00 保育園の一斉園庭開放

オンライン

※詳しくは左面の二次元コード
からご覧いただけます。

Zoomでママトーク


