利松公民館だより

【高齢者いきいき活動ポイント対象事業】

<２月の休館日>
２月５日(火)、11 日(月)、12 日(火)、19 日(火)、2６日(火)
<開館時間> 8 時半～22 時
<窓口受付時間>
8 時半～17 時 15 分(月・水・土・日) 8 時半～21 時(木・金)

※駐車場が手狭なため、可能であれば原付・自転車、公共交通機関をご利用いただきますようご協力をお願いします。

託児有

【日本伝統文化継承講座】

※要事前申し込み

～旬の食材を使ってお雛様料理～
子ども達が社会に上手に順応していくために、大人に
できる声かけについて学びませんか。

◆対象・定員：どなたでも・30 名
◆日時：２月 17 日(日)10 時～12 時
◆場所：利松公民館
◆内容：子どもの情緒発達と大人の声かけ
◆講師：古元 邦子 さん(臨床心理士)
◆申し込み・問い合わせ：利松公民館
◆参加費：無料
◆共催：八幡東小学校ＰＴＡ

としまつ工作教室
◆対象・定員：小学生・15 名
◆日時：2 月 18 日(月)15 時～17 時の間
※16 時 15 分までにご来館ください。
◆場所：利松公民館
◆内容：
「カラフル葉脈のしおり作り」
◆申し込み・問い合わせ：利松公民館
◆参加費：不要
◆持参物：厚めの葉っぱ、古くなった歯ブラシ
※キョウチクトウ等、一部の植物には毒性があります。
なるべく名前のわかる植物の葉をご持参ください。

パソコン楽々ルーム
Word の使い方など、パソコンの基本的な使い方に
関する相談教室です。
◆対象・定員：どなたでも・10 名
◆日時：２月８日(金)、22 日(金)10 時～12 時
◆場所：利松公民館 研修室２
◆持参物：Windows7 以降のパソコン
◆問い合わせ：利松公民館
※パソコンの持参が困難な方はご相談ください。

日本には古来より、季節にまつわる行事にあわせ、旬
の食材の料理があります。こうした四季の恩恵を感じな
がら、培ってきた食文化に触れてみませんか。
◆対象・定員：どなたでも・12 名
◆日時：３月１日(金)10 時～13 時
◆場所：利松公民館
◆メニュー：蛤のお吸い物、春野菜の白和え、
菜の花寿司、うぐいす餅
◆持参物：エプロン、三角巾、ふきん
◆講師：近藤 フミエさん(管理栄養士)
◆材料費：700 円
◆申し込み・問い合わせ：2 月 25 日(月)17 時(申し込
み締め切り)までに材料費をそえて利松公民館まで。
★締め切り後のキャンセルは返金を行いませんので、
ご了承ください。 (※託児希望の方は申込み時にお知らせください。)

子どもクッキング
～白玉を使ったお雛様づくり～
◆対象・定員：小学生・12 名
◆日時：3 月２日(土) 13 時～15 時
◆場所：利松公民館
◆講師：沖野 惠子さん(管理栄養士 料理研究家)
◆材料費：500 円
◆申し込み・問い合わせ： 2 月 25 日(月)17 時(申し
込み締め切り)までに材料費をそえて利松公民館まで。
◆持参物：エプロン、三角巾、ふきん
※乳製品(生クリーム)、大豆を使用します。これら食品の
アレルギー対応はありませんので、ご確認の上、お申し込
みください。
★締め切り後のキャンセルは返金を行いませんので、ご了
承ください。

【高齢者いきいき活動ポイント対象事業】

ロビー展
●「佐伯区交通安全児童生徒習字・標語コンクール
最優秀作品展
展示期間：2 月 1 日(金)～2 月 1４日(木)

●「アートフェスタ 2018 佐伯区の花(コスモス)の
イラスト応募作品展」
展示期間：2 月 1 日(金)～2 月 16 日(土)

●「八幡川リバーマラソン写真コンテスト入賞作品展」
展示期間：2 月 18 日(月)～2 月 27 日(水)

場所はいずれも利松公民館です。
ボランティアの方を募集しております！

【画：利松スケッチサークル】

発行：(公財)広島市文化財団 利松公民館
住所：広島市佐伯区利松一丁目 18－15
TEL928－8687・FAX928－0868
E-mail toshimatu-k@cf.city.hiroshima.jp
ＨＰ：http://www.cf.city.hiroshima.jp/toshimatu-k/

【高齢者いきいき活動ポイント対象事業】

折り紙サロン ～お雛様を作りましょう～
千代紙を使ってお雛様を作ります。見本は利松公民館
に置いてありますので、ご覧ください。
◆対象・定員：おおむね 65 歳以上・20 名
◆日時：２月 27 日(水)10 時～12 時
◆場所：利松公民館
◆参加費：不要
◆持参物：ハサミ、ピンセット（持っている人）
◆申し込み・問い合わせ：2 月 24 日(日)までに利松公民館まで。

※参加申し込み等の際にお寄せいただいた個人情報は、事業運営目的以外には使用いたしません。
この紙面の講座・ボランティア募集の、申し込み・問い合わせは利松公民館です。
【℡928-8687】

遺言書ってどう書くの？子ども達に円満でいてもらう
にはどうすればいいの？「生き活き法律教室」で、相続や
遺言のことを学びましょう。
◆対象・定員：おおむね 65 歳以上・20 名
◆日時：２月 25 日(月)10 時～11 時
◆場所：利松公民館
◆内容：相続や遺言について
◆講師：広島司法書士会所属 司法書士
◆申し込み・問い合わせ：利松公民館
◆参加費・持参物：不要
◆共催：八幡東学区まちづくり推進委員会、八幡東学区社
会福祉協議会、八幡東地区民生委員・児童委員協議
会、佐伯保健センター(健康長寿課)、三和地域包括
支援センター
の後は
どなたでも歓迎です。一緒にお話ししましょう。
◆日時：２月 25 日(月)11 時～11 時半
◆場所：利松公民館
◆共催：八幡東学区社会福祉協議会：

まごころ弁当に添える折り紙や館内の飾りを作っています。
◆日時：２月４日(月)、3 月 6 日(水)
10 時～11 時半
◆共催：八幡東学区社会福祉協議会

利松公民館を花でいっぱいにしてみませんか。
◆日時：2 月はお休みです。
３月 13 日(水)10 時～11 時
◆活動内容：花の水やり、植え替えなど

まごころ弁当に添える絵手紙を描いています。
◆日時：２月 21 日(木)、３月 14 日(木)
10 時～12 時
◆共催：八幡東学区社会福祉協議会

「利松卓球同好会」メンバー募集！
小学生対象、申し込み・参加費、不要です。

なるべく多くの人の参加をお待ちしています。

囲碁では「９路盤」という入門用のマス目の少ない碁盤
を用意しています。
帰宅後、家族で一緒に楽しんでいただくためにも、保護
者同伴をおすすめします。初めての方もおまちしています。
◆対象：おもに小学生（大人の方もどうぞ）
◆日時：2 月 2 日(土)、9 日(土)
16 日(土) 、23 日(土)
13 時半～15 時半
◆持参物：不要
◆場所・問い合わせ：利松公民館

「利松公民館利用グループ代表者会議」のお知らせ

◆対象・定員：小学生・20 名（先着順）
◆日時：２月 21 日(木)15 時半～16 時半
◆場所・問い合わせ：利松公民館
◆内容：卓球
◆持参物：飲み物、動きやすい服装、
ラケット(持っている人)

◆２月７日(木)14 時半～遊びランド「こまで遊ぼう」
◆２月 14 日(木) 15 日(金)放課後～「お雛様づくり」
申し込み 先着 100 名 締め切り 2/13(水)
※ボランティア募集 2/14(木)14 時～、2/15(金)15 時～
どちらも 1～2 名
◆２月 21 日(木)14 時半～「おはなし会」●協力：らっかせいの会
◆２月 28 日(木)14 時半～「なわとびロードレース最終日」
🌺今月の休館日 ２月 3 日（第一日曜日)、11 日(建国記念の
日)、17 日(第三日曜日)
問い合わせは利松児童館までお願いします。
(TEL：082-927-0621)

～3 世代が楽しめる遊びの広場～

◆活動内容：卓球
◆活動日：毎週土曜日・13 時半～16 時半
◆対象：成人・どなたでも
◆募集人数：5 人くらい ◆会費：200 円/月
◆問い合わせ：利松公民館

◆日時：２月 24 日（日）10 時～12 時 2 階研修室
◆対象：平成 31 年度に利松公民館で、グループ活動を
希望されている方。

「ＳＵＮ・サン・さん 遊びのひろば」のお知らせ
3 月 24 日（日）に開催します。詳細ついては「公民館だ
より 3 月号」をご覧ください。

きんさい！みんなの保育園（※要予約）

「すぎな」

◆２月６日(水)10 時～11 時 未就園児親子(15 組)
♪♪「リズムで遊ぼう」♪♪

日時：2 月 7 日(木)13 時～1５時
場所：利松公民館
地域の心配事や相談など、気軽にお茶を飲みながらお話しま
しょう。自由に出入りできます。 八幡東学区社会福祉協議会

サタデー広場 （※予約はいりません）
◆2 月 16 日(土)10 時～11 時 未就園児親子
問い合わせは利松保育園までお願いします。
(TEL：082-928-7277)

※この公民館だよりは、次の新聞販売店のご厚意によりお届けしております。◆中国新聞販売店㈲松尾新聞舗 ◆朝日新聞 ASA 広島販売㈱五日市支店

◆讀賣新聞販売店読売ＹＣ五日市北部

