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wakatake
わかたけ
笑顔のリレー
「お茶を楽しむ会」
さん♪

新たな出会いや生活が楽しくありますように。

主催事業のごあんない

お申込み・お問い合わせ ℡０８２－２４１－８００３

▼お申込みは特に記載のあるものを除き、発行月の最初の開館日(裏面にて休館日をご確認ください)か
ら電話または窓口でお願いします。▼特に記載の無いものは、原則会場は竹屋公民館、参加費は無料、定
員がある場合は先着順です。▼高齢者いきいき活動ポイント対象事業は
のマークが目印です。ポイント
手帳をお持ちの方はご持参ください。▼お申込みの際にお寄せ頂いた個人情報は、事業運営の目的以外には
使用いたしません。▼新型コロナウイルス感染拡大の状況等により、中止・延期となる場合がございます。
詳しい開催状況は、主催者にお問い合わせください。なお、体調不良の人や、過去 2 週間以内に感染拡大地
域または国への訪問歴がある方は参加をご遠慮ください。▼マスクの着用、手指の消毒等、感染症対策にご
協力ください。

■広島に贈られた樹木たちに触れる

平和大通り樹木探索のつどい
和大通りには、「広島の地を緑におおわれた平和の

平 郷に」と、県内市町村などに呼び掛けて寄せられた
養成講座〜Instagram
編〜

千田小学校

供木や、世界各地から寄贈された樹木など、高木だ
けでも約90種、2000本が根づいています。新緑の
季節を楽しみながら歩きましょう。
日時◆４/24(日)9:30～12:00(少雨決行) 内容◆新
己斐橋から平和記念公園方面に向けての樹木散策会
対象◆どなたでも 講師◆平和大通り樹の会(竹屋公
民館活動グループ) 持参物◆帽子、飲み物、筆記用
具 定員◆30人 集合場所◆西区役所(9:15集合)

■本川・竹屋地区で開催中の高齢者学級

竹■
花
屋で
地
域
を
彩
る
ま
ち
づ
く
り

はじまりました！ブラタケヤ。
このコーナーでは、竹屋公民館
エリア(本川・袋町・竹屋・千田)
（千田） の学習資源とされる魅力ある場
所などご紹介します。

←↙まもなく創立100周年
を迎える歴史ある千田小。
校
庭には1964年の東京オリン
ピックで使われた掲揚台、
平
野橋の欄干などの寄贈建築
や、PTAや消防団から平和を
願って持ち寄られた樹木の
並ぶ豊かな緑化の礎があり、
地域との強い絆を感じます。

ことぶき大学参加者募集
とぶき大学はおおむね60歳以上の方を対象に、毎月
00000000000000000000000
こ
1回、健康や歴史、環境などの幅広いテーマで開催
00000000000000000000000
民館隣接の通称三角公園や公民館前花壇
する教養講座です。会員同士で楽しく交流をはかり
公
↓教師と学童のための慰霊
00000000000000000000000
のお手入れを手伝ってくださるボラン
ながら、共に生涯学習に励みませんか。令和4年度
碑。裏側には亡くなった教
ティア「竹屋コミュニティガーデナー」
は、新型コロナウイルス感染防止のために1年間を
00000000000000000000000
師3名と学童41名の名前が
の募集をしています。
通しての会員とし、定員を設けさせていただきます。
刻まれています。
00000000000000000000000
活動日時◆随時。6 月から講習会にも参加できま
↑卒業生森光七彩さんの
講座名
会 場／定 員
時 間
00000000000000000000000
「アオギリのうた」
でも有名
す。内容◆花壇の手入れ、水やりなど 対象◆ど
な被爆アオギリ二世と被爆
本川ことぶき大学 本川広瀬集会所(中区榎町 2-2)
10:00～
なたでも 持参物◆ガーデンはさみ（お持ちの方）、
00000000000000000000000
原則、第 3(月)
定員 20 人(先着順)
11:30
樹木カイヅカイブキ。斜めに
手袋、マスク、飲み物、タオル その他◆高齢者
00000000000000000000000
伸び続けるのは被爆の影響
いきいき活動ポイントは、ボランティア活動は
竹屋ことぶき大学
竹屋公民館(中区宝町3-15)
10:00～
原則、第
4(月)
定員
40
人(先着順)
11:30
の可能性があるとのこと。
00000000000000000000000
2 ポイント、講習会の参加は１ポイントです。
被爆アオギリ二世の種は来
00000000000000000000000
広した滋賀県の学校で芽を
■広島市国泰寺地域包括支援センターとの連携事業
00000000000000000000000
出し、三世として平和を伝え
脳活性化のつどい
る命がつながっています。
00000000000000000000000
いつまでも、生き生きと元気に年を重ねるために、あなたも参加
00000000000000000000000
知恵蔵クラブ
してみませんか。
00000000000000000000000
会 場
日 時
内 容
高齢者の健康や介護など、生活の中のお悩みをご相談くださ
インスタグラムを活用して、
竹屋公民館エリア（本
00000000000000000000000
竹屋公民館
４/15(金)
い。講座終了後(概ね 60 分)、個別相談があります。
川、袋町、竹屋、千田学区）の素敵な風景や魅力あ
栄養セミナー
00000000000000000000000
13:00～14:00
るスポットを、
新しくなった公民館だよりのコラム
日時◆4/8(金)13:30～15:00 内容◆「不動産」売ると
00000000000000000000000
「ブラタケヤ」とあわせて紹介してくれる
「ブラ
袋町児童館
未定 お問い合わせください
き買うとき借りるとき司法書士ができること 講師◆
タケヤインスタグラマー
(愛称未定)」
をゆるや
00000000000000000000000
講師◆株式会社明治 持参物◆飲み物(水分補給用)、ポイント
広島司法書士会広島城南支部会員
かに募集しています！興味のある方は事務室まで
00000000000000000000000
手帳 対象◆国泰寺中学校区在住の方 定員◆各 30 人
お気軽にお声かけください。
申込•問合◆国泰寺地域包括支援センター ℡249-0600
00000000000000000000000
00000000000000000000000
00000000000000000

あつまれ！子どもたち♪子どものための教室
･22
■企業・団体等との連携講座
連 ■

情
報
ひ
ろ
袋町児童館 ℡244-4029
ば
▼プレゼント工作 4/23(土)①10:00 ミ
ニ

たけや子ども食堂

～10:45 ②11:00～11：45 ③12:30

込◆不要 会場◆東平塚集会所(平

児童館の行事

～13:15 ④13:30～14:15 ⑤14:30～

生から指導を受けながら能の体験をしてみま
せんか。8 月１日(月)のアステールプラザでの
初心者歓迎です。伝統文化を知るだけでなく、 発表会に向けて練習します。(月２回程度開催
集中力を高め、礼儀作法を学ぶことができます。 予定）
日時◆4/17(日)4/30(土)10:00~12:0
日時◆4/17(日) 14:00～15:00 対象◆小・ 0 対象◆幼児(年長)・小学生・中学

15:15 (各回 6 人)

中学生(保護者同伴の幼児も可) 定員◆10

生

※下記児童館には直接お問い合わせください。

人参加費◆100 円 締切◆前日まで 共
催◆お茶を楽しむ会

参物◆特になし その他◆発表会衣装代

竹屋児童館 ℡241-3912、千田児童館

などが必要

℡244-8030、本川児童館 ℡293-1373

プ

と
の

定員◆15 人 参加費◆無料 持

一人で抱えていませんか？子育て応援情報♪

子育てオープンスペース

共催◆たつじんくらぶ

▼いきいきサロン 4/13(水)10:00～

4/20(水) ※毎回本川保育園保育士さんによる手あ
そび、中保健センターの健康相談室(11:00 まで。隣
の記事をご覧ください)も行っています。

時間◆9:30～11:30 会場◆本川児童館
(℡293-1373)

袋町・エンジェルズ
ポーチ
4/15(金) 自由遊び
時間◆10:30～12:00 会場◆
袋町児童館(℡244-4029)

4/8(金)絵本の読み聞かせ、手遊
び、季節の行事など
時間◆10:00～12:00 会場◆
竹屋公民館(℡241-8003)

月曜日(祝・休日を除く)以外。予約制。時間◆10:00～15:00 会場・申込◆健康科学館(℡246-9100)

活動はすべて自主的に運営されています。
詳細は公民館にお問い合わせください。
※読み方→グループ名(ジャンル)/曜日 時間

スポーツ
cake(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)／土 18:00-21:00
CORNUS(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)／水･日 18:00-21:00･9:00-13:00
ｍn(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)／土か日 11:00-13:00
Hits(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)／日 13:00-18:00
MiNT(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)／1･3 土 18:00-21:00
CVP(ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)／土か日 18:00-20:00
キャロル(９人制ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ)／月か水 19:00-21:00
竹屋卓球クラブ／金 19:00-21:00
ピュア竹屋(卓球)／金 13:00-16:00
オリーブクラブ(バウンドテニス)／月 13:00-16:00
竹屋バウンドテニス／1･2･3･4 土 13:30-15:30
千田バドミントンクラブ／木 19:00-21:00
バンブッシュ(ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ)／日 18:00-21:00
Lavi(ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ)／不定期 19:00-21:00
竹屋居合同好会／日 10:00-12:00

健康

(ヨガ・太極拳・体操・ウオーキングなど)
楽しいヨガひばり／木 15:00-17:00
ヨーガ金星会／月(３回) 19:00-21:00
ヨーガセラピースカイ／1～3 月 14:00-16:00
ヨーガ木星会／木(3 回) 19:00-21:00
ヨガ七転八起／水 13:00-15:00
健康ヨガ／2～4 金 10:00-12:00
ヨガグループ沙羅／水 18:30-20:30
気功と太極拳／1～4 金 9:30-11:30
スマイル体操(百歳体操)／水 10:00-11:30
わかたけウォーキング／1･3 木 10:00-12:00
いきいき会(余暇活動)／4 水 活動内容により異なる

児童委員(堤)℡244-5477

公民館図書室から
４月の図書館巡回日
4/9(土)・23(土)
広島市立図書館で借りた本を、公民館
で返却することができます。返却方法
は職員にお尋ねください。

保健師・子育て支援相談員(保育士等)による
身体測定と育児相談です。母子健康手帳を
お持ちください。
▼予約制です。上記電話でご予約ください。▼お子さんの身長
体重測定を希望される方は、タオルをご持参ください。▼体調
不良の際はご利用をお控えください。

健康相談室

会 場

日 時 (祝日等により変更になる場合があります)

竹屋公民館

4/8､5/13 （第 1 金曜日）9:30～11:00 ※5 月は第 2

本川児童館

4/20､5/18（第３水曜日）9:30～11:00

中保健センター

4/5（第 1 火曜日）13:30～15:00 ※５月はお休み

竹屋公民館で活動中の育児サークル

育児サークルぱぴぷぺぽ
活動日時◆毎週木曜日 会費◆無料 問合◆竹屋公民館へ

ボランティア・子育てサークル

竹屋公民館 利用グループ一覧表

はありません 問合◆竹屋地区主任

対象◆乳幼児とその保護者 参加費◆無料 申込（健康相談室のみ）･問合◆中保健センター℡ 504-2109

竹屋・ばんぶー

2022(令和４)年度

塚公園内) その他◆アレルギー対応

町学区会館２F ホール)

4/15(金)未定
時間◆10:00～11:30 会場◆千田児童館(℡244-8030)

つどいの広場「げんキッズ」

加費◆子ども無料 大人200円 申

きと!!保健師さんのお話」(会場：袋

千田・オープンスペース

常設型オープンスペース(公営)

日時◆４/２(土)12:00～13:00 参

12:00「毎日の暮らしを楽しくいきい

お子さんを遊ばせたり保護者同士で交流したりできます。
予約が必要な場合もありますのでお問い合わせください。

本川・ぽっぽ

世話好きなおばちゃん達のカレーライス

Information
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仕舞（しまい）や謡（うたい）を金剛流の先
室
ー

子育てサークルぱぴぷぺぽ／不定期
平和大通り樹の会(樹木ガイド)２水 10:00～12:00
おはなしバスケット(絵本読み聞かせ)／1･2･4 金 10:00-13:00
原爆慰霊碑ガイドボランティアヒロシマ／2 土 9:30-12:30
広島・長崎原爆都市青年友好平和のバラ保存委員会／不定期
さくら会(福祉料理)／4 木 8:30-14:00

音楽・古典音楽・舞踊
竹屋ｷﾞﾀｰ･ﾏﾝﾄﾞﾘﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ／土 9:30-12:30
コーラスつばさ(女声合唱)／木(４回) 12:30-15:30
歌謡ゼミナール(ｶﾗｵｹ)／1･3 土 18:00-21:00
竹屋ふれあい歌友会(ｶﾗｵｹ)／木 13:30-15:30
カラオケひばり会／1･3 土 14:00-17:00
フイイアオ カフラ竹屋(ﾌﾗﾀﾞﾝｽ)／1～4 木 10:00-12:00
すみれ会(民踊)／１金 13:30-14:30
日本舞踊つぼみの会／水(2 回) 10:00-12:00
喜宣会(謡曲)／1･3 木 13:00-15:00

発行・申込み・お問い合わせ
(公財)広島市文化財団

竹屋公民館

▼住所

〒730-0044 広島市中区宝町 3-15

▼電話

082-241-8003(FAX 兼)

▼電子メール takeya-k@cf.city.hiroshima.jp
▼開館時間

8:30～22:00

▼受付時間

8:30～17:15(木･金は 21:00 まで)

▼休館日

火曜日、祝・休日(日曜日は除く。祝・

休日が火曜日のときは、その直後の休日でない日)、年

末年始（12/29~1/3）、平和記念日(8/6)
4 月の休館日
火曜日(5･12･19･26.)、4/29(金･祝)

芸術・文化
いきいき・きっちん(料理)／３木 16:00-19:00
手打そばを楽しむ会／4 水･2 土 8:30-14:00
さいほう箱(ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ)／2･4 木 10:00-12:00
英会話／土 15:00-20:00
書道うす墨会／1･4 月 10:30-11:30
書道っ子クラブ／水(3 回) 17:00-20:00
翠筆会(書道)／1･3･4 金 9:00-12:00
写遊会(写真)／２金 13:00-15:00
楽しい陶芸／金 13:00-16:00
アートフラワー(布花)／1～3 月 10:00-12:00
ともしび(自分史) ／４水 9:30-12:30
生け花教室(小原流)／水(3 回) 14:00-16:00
竹屋いけ花教室(池坊)／1･3･4 月 10:00-12:00
お茶を楽しむ会(裏千家) ／日 12:30-19:30
お抹茶クラブ(裏千家)／2･4 金 17:30-21:30
しょうえん(演劇)／３土 15:30-17:30
劇団・pfa集団アトリエ/カンパーニュ(演劇)／土日(不定期)10:00-17:00

アクセス
広島バス５０号「宝町北」下車徒歩３分
広島バス２３号「宝町」下車徒歩５分
広島バス２３－１「田中町」下車徒歩７分
エキまちループ「田中町」下車徒歩７分
広島電鉄比治山線５番「比治山橋」下車徒歩１０分

竹屋公民館公式
SNS

公式 Twitter

公式 LINE

公式 YouTube

竹屋公民館は、市営住宅と集会所との合築施設です。駐車場・駐輪場は、公民館指定の場所をご利用ください。公民館だより「わかたけ」は、本川・袋町・竹屋・千田地区各町内会のご厚意により、配布いただいております。

