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八十八夜

わかたけ
笑顔のリレー
「オリーブクラブ」
さん♪

緑が美しい季節、新茶も楽しんでアクティブに！

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。

■竹屋公民館活動グループがステージ発表します♪

フジグラン広島 地産地消フェア（5/13-15）

5 月15日（日）13:00～フジグラン広島「地産地消フェア」に
て、竹屋公民館のグループ「竹屋ギターマンドリンアンサンブ

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)
（宝町） の学習資源とされる魅力ある場
所などご紹介します。

原爆の絵碑(フジグラン広島)

ル」と「コーラスつばさ」がステージ発表を行います。コロナ
禍や竹屋公民館のホール工事のため令和に入ってからは開催で

←「被爆者が描いた原爆の
絵を街角に返す会」の絵碑
は、広島市内に10基設置さ
れており、その中の８号碑は
公民館隣のフジグラン広島
に設置されています。
元々は
旧広島県女性総合センター
「エソール広島」にありまし
たが、富士見町一帯の再開
↓３枚の絵のうち、2枚は原爆
発により令和2年に移設され
ドームの絵を3,000枚以上描き
ました。

きていない地域のまつり「竹屋公民館まつり」を想い起こさせ
るステージとなるかもしれません。
公民館のグループだけでなく、フジグランで学習しているJAZZ
やフラメンコ、フルートの団体等も発表予定とのこと。
「地産地消フェア」ぜひご来場ください！
日にち◆5/13(金)-15(日)※竹屋公民館グループの出演は
5/15(日)13:00～14:00予定 内容◆公民館利用グループ・地域団
体等のステージ発表 会場◆フジグラン広島2階ウッドコート

続け、平成19年に亡くなった
原広司さんのものです。
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公民館隣接の通称三角公園や公民館前花壇のお
手入れを手伝ってくださるボランティア「竹屋コ
ミュニティガーデナー」の募集をしています。6
月には講師をお迎えして、花の植え替えや花壇の
手入れの仕方などを学習します。
日時◆6/11(土)9:30～11:30 内容◆春の花の植え

→「1日前までは戦時下であっ

替え 講師◆園芸ガーデナー橋本真知子さん 対

てもみんな家族があり、元気に

象◆どなたでも 持参物◆ガーデンはさみ（お持ちの

生きていたのに…」

方）、手袋、マスク、飲み物、タオル

日常を過ごすその場所で起こっ
たことが絵になって残ること
で、原爆の恐ろしさと悲劇を二

■広島市国泰寺地域包括支援センターとの連携事業

①

申込•問合◆国泰寺地域包括支援センター ℡249-0600

てくれます。

脳活性化のつどい

いつまでも生き生きと元気に年を重ねるために参加してみませんか。
会 場

日 時

竹屋公民館

5/27(金)
13:00～14:00

袋町児童館

度と繰り返さない大切さを伝え

②

知恵蔵クラブ

内 容
高齢者の健康や介護など、生活の中のお悩みを
高先生の健康体操

未定 お問い合わせください

ご相談ください。講座終了後(概ね 60 分)、個別
相談があります。
日時◆5/13(金)13:30～15:00 内容◆「登

講師◆ｽﾎﾟｰﾂｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ高芳照さん 持参物◆飲み物(水分補給用)、

記」不動産、子どもが困らないためにやって

ポイント手帳 対象◆国泰寺中学校区在住の方 定員◆各 30 人

おくべきこと 講師◆広島司法書士会広島
城南支部会員

インスタグラムや公民館だよりで竹屋公民館エリア
（本
川、袋町、竹屋、千田学区）を紹介する「ブラタケヤ

インスタグラマー(愛称未定)」を募集中です！興味
のある方は事務室までお気軽にお声かけください。

あつまれ！子どもたち♪子どものための教室
･22
講 ■

■企業・団体等との連携講座
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子ども

あの「たくひろ」が帰ってくる！

能楽塾

「たくましい広島っ子育成講座」
（略して「たくひろ」）が、コロ
ナ禍を乗り越え、今秋帰ってきま

プ
と
の
連
携

能はイメージされているほど難しいものではありませ

す！ただいま企画進行中！詳細は

ん。仕舞（しまい）や謡（うたい）を、金剛流の先生

6 月の公民館だよりを見てね！

から指導を受けながら、能の体験をしてみませんか。8

初心者歓迎です。伝統文化を知るだけでなく、集
中力を高め、礼儀作法を学ぶことができます。

月１日(月)のアステールプラザでの発表会に向けて練
習します。
日時◆5/8､5/22(日) 10:00~12:00

日時◆5/15(日) 14:00～15:00 対象◆小・
中学生(保護者同伴の幼児も可) 定員◆10 人
参加費◆100 円 締切◆前日まで 共催◆
お茶を楽しむ会

幼児(年長)・小学生・中学生

対象◆

定員◆15 人

参加費◆無料 持参物◆特になし ほか◆発表
会衣装代などが必要

共催◆たつじんくらぶ

＊写真はこれまでの「たくひろ」の様子

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

ほっと一息♪子育て支援情報

子育てオープンスペース

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
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)

5/6(金)鯉のぼり作り
5/20(金)子育て相談 遊びの紹介
時間◆10:30～12:00 会場◆
袋町児童館(℡244-4029)

千田・オープンスペース

竹屋・ばんぶー

会 場

日 時

竹屋公民館

5/13, 6/3(金) 9:30～11:00

本川児童館

5/18, 6/15(水) 9:30～11:00

中保健センター

6/7(火) 13:30～15:00 ※５月休み

▼予約制 ▼身長体重測定を希望する場合はタオル持参

5/20(金) 時間◆10:00～11:30
会場◆千田児童館(℡244-8030)

5/13(金)保健師によるミニ講座
と個別相談 など
時間◆10:00～12:00 会場◆
竹屋公民館(℡241-8003)

常設型オープンスペース(公営)

つどいの広場「げんキッズ」
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)

児童館の行事
袋町児童館 ℡244-4029 ※各回定員あり
▼一輪車教室 ※対象 1 年生、初めて一輪車に乗る人
5/14(土)①10:30～11:30 ②13:00～14:00

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。

袋町・エンジェル
ズポーチ

5/18(水) ※毎回本川保育園保育士さんによる手

5/21

健康相談室

▼卓球

16:00～16:30 ▼リズムダンス教室 5/21(土)10:30
～11:30
▼いきいきサロン 5/11(水)10:00～12:00「ハーブ
で楽しいひと時を！」

活動日時◆毎週木曜日 10:30～12:00 ※5/5 休み、5/12 子育て
支援センターさん、5/19 お外でピクニック、5/26 父の日工作
会費◆200 円/月ほか 問合◆竹屋公民館へ

中央公民館主催事業
オンライン初めてママの子育てプログラム
「赤ちゃんといっしょ♡」
参加できる方 参加費◆無料 対象◆初めて子育
てするママ＆おおむね1～5ヵ月の赤ちゃん（先着6
組） 内容◆初めての子育てに思うこと等
※申込方法・詳細はお問い合わせください
問合◆中央公民館 ℡221-5943

※下記児童館には直接お問い合わせください。

育児サークルすくすく

日時◆5/20,27,6/3,10(金)14:00～15:00 ※全日程

Information

教室 5/18(水)①1 年生 15:00～15:30 ②2 年生以上

情
報
ひ
ろ
ば

竹屋公民館で活動中の育児サークル

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)

竹屋児童館 ℡241-3912、千田児童館 ℡244-

5 月の休館日

8030、本川児童館 ℡293-1373

火曜日(3･10･17･24･31)、5/4(水･祝)～6(金･振替
休日)

あなたのまちの行政相談
国の行政活動全般に関する苦情や相談を受け付け、
助言や関係機関に対する改善の申入れなどを行って
います。
日時◆6/6(月) 13:00～16:00

問合◆中国四国

管区行政評価局 ℡082-228-6173

中区スポーツセンターの教室
内容◆なかスポげんキッズ(年長) 対象◆来年度
小学生になる幼児 日時◆5/17(火)16:15～17:15
参加費◆500 円 定員◆先着 14 人

持参物

◆運動ができる服装・室内シューズ・タオ
ル・飲み物

申込◆5/１(日)9:00 から電話・窓

口へ 申込･会場◆コジマホールディングス中区
スポーツセンター(中区千田町三丁目 8-12 ℡2419355)

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。

