公民館の事業 11・12 月

公民館ではさまざまな学習会を開催しています。学びを通じて地域でのネットワークが広がります。
事業のお問合せ・お申込みは公民館まで。 電話／ＦＡＸ （０８２）２２７－０７０６

バリアフリー交流会

ポリマークレイのキーホルダー作り
バリアフリー交流会は、障がいのある青少年と保護者、
地域の方々との交流を目的に開催しています。今回は、
ポリマークレイ（樹脂粘土）でキーホルダーを作ります。
ぜひご参加ください。

12 月 5 日(日)

●日 時：

午前１０時～正午
●講 師：アート＆クラフト DUO
ポリマークレイ講師
植田 和照さん
●対 象：どなたでも
親子での参加も歓迎します。
●定 員：８人（公民館受付分／要申込・先着順）
●材料費：１人につき５００円（当日集めます）
●持参物：あれば好きなマーカーやシール（持ち帰りの
台紙にお好みで装飾します。
）
●申込み：11 月 5 日(金)から 11 月 26 日(金)
午後５時までに牛田公民館へ電話か窓口で
●主 催：牛田ウルトラマンキッズ、牛田公民館
※当日、仕上がりをペンダントに変更することもできます。

花のボランティア養成講座
昨年、公民館に花壇を作りました。春に向けての花壇づく
り（春の花の植付）を「牛田公民館 花のボランティア」
と一緒に行いませんか？

11 月 17 日(水) 午前 9 時半～11 時半

●日 時：

●講 師：園芸ガーデナー 橋本 真知子さん
●対 象：花のボランティアとして一緒に活動して
くださる方
●定 員：５名（要申込・先着順）
●持参物：作業手袋、お持ちの方はガーデニングばさみ・
移植ごて
●申込み：牛田公民館へ電話か窓口で

パソコン相談室
ＩＣＴボランティアの皆さんが、ていねいに相談にお答
えします。初心者対象の相談会です。
（講習会ではありま
せん。）
●日

11 月 22 日(月)・12 月 13 日(月)

12 月 9 日(木)午前 10 時～11 時

●講 師：スポーツインストラクター 高 芳照さん
●対 象：未就園児（概ね１歳半～３歳の子ども）と保護者
●定 員：10 組（先着順）
●持参物：飲み物、タオル
※動きやすい服装でお越しください。
●申込み：11 月 5 日(金)から牛田公民館へ電話か窓口で

いきいき大学
日

時

内容・講師

11 月 25 日(木)

「落語で学ぶ
男と女の助け合い」

①午前 9 時半～10 時半
②午前 11 時半～12 時半

（落語２席「はんどたおる」ほか）
出 演 広島演芸協会所属
葡萄亭わいん さん

12 月 23 日(木)

箏、ヴァイオリン、ピアノの
ユニットによる

①午前 9 時半～10 時半
②午前 11 時半～12 時半

「和洋折衷の響き」
演

奏

ＳＡＫＵＲＡ

●対 象：概ね６０歳以上の人
●定 員：①②各回 20 人（要申込・先着順）
●申込み：11 月 4 日(木)から牛田公民館へ電話か窓口で
※各日①か②のご希望の時間を選んでお申し込みくだ
さい。
☆マスクを着用してください。

脳トレ！折り紙
折り紙で連鶴を作りながら、脳を楽しく活性化します。
2 回目は、お正月に飾ることができるものを作ります。
●日

時：

12 月 10 日(金) 午前 10 時～正午

●講 師：連鶴指導者 松本 紀子さん
●対 象：どなたでも
●定 員：1０人（要申込・先着順）
●材料費：１００円（当日集めます）
●持参物：筆記用具、ノート、カッター、持ち帰り用袋、
お持ちの方はカッターマット
●申込み：11 月 5 日(金)から 12 月 5 日(日)までに
牛田公民館へ電話か窓口で

時：

①午後１時半～２時２０分
②午後２時半～３時２０分
●対 象：どなたでも
●定 員：各回４人（要申込・先着順）
●申込み：11 月 5 日(金)から牛田公民館へ電話か窓口で
※貸し出し用パソコンはありません。各自パソコンを
ご持参ください。
※ハードウェア関連の質問には対応していません。
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《参 加 費》
参加費が必要な体験会もあります。
（当日集めます）

《会場》牛田公民館《開催期間》11 月 1 日(月)～27 日(土)

親子で一緒に楽しく体を動かしましょう！
時：

公民館の活動体験会 開催中！

牛田公民館で学習している団体による「体験会」です。
まなびの秋に、ぜひご参加ください！

子育て応援講座

●日

文化・スポーツ・学びの秋

ウィンタースクール
小学生のみなさん、この冬の公民館事業ですよ！
今年は、①クリスマスのランチョンマット作り
②お正月用のかわいい生け花作り
③どうぶつマグネット作り
の３回を予定しています。
くわしくは、学校で配るチラシを見てね♪

好評
受付中

《申込締切》
新型コロナウィルス感染予防のため、事前のお申込みが必要 となりました。

締切日までに公民館へお申込みください。
（先着順）
当日は開始時間までに公民館へお越しください。

※No.１～４は受付を終了しました。
グループ名

日 時

体 験 内 容

持参物・参加費

バドミントン（小学生）
※保護者同伴

締切

定員

上履き、飲み物

前日

５組

５ 牛田 JBC

11 月 4 日(木)

17:30～19:00

６ 牛田囲碁会

11 月 5 日(金)

13:00～16:00 囲碁の学習、対局

なし

前日

2人

７ 豊会

11 月 5 日(金)

13:30～15:30 民踊

白足袋（あれば）

前日

5人

８ 楽しいパソコン教室

11 月 6 日(土)

10:00～12:00 パソコンの学習及び質問全般

パソコン（あれば）
※貸出用 PC 有(先着 1 名)

前日

3人

９ 若竹の会

11 月 6 日(土)

14:00～17:00 謡(うたい)と仕舞(しまい)

なし

前日

７人

10 サークル BYU

11 月 7 日(日)

10:00～15:00 水彩画

なし

前日

10 人

11 書道つくし会

11 月８日(月)

10:00～12:00 書道

書道道具（あれば）

前日

３人

12 英会話ひまわり

11 月 8 日(月)

10:00～11:30 英会話

なし

前日

３人

13 空手道・古武道教室

11 月 8 日(月)

17:00～19:00 空手と琉球古武道の基本稽古

運動ができる服装

前日

10 人

14 拳進会

11 月 8 日(月)

19:00～21:00 少林寺拳法の基本

運動可能な服装、素足で参加

前日

10 人

前日

3人

読書会『奮闘するたすく』(まはら三 できれば課題の本を読んで参加さ
桃、講談社)を読みます。
れると楽しめると思います。

15 大人が楽しむ児童文学

11 月 10 日(水)

10:00～12:00

16 女声合唱こすもす

11 月 1０日(水)

11:00～13:00 コーラス

なし

前日

5人

17 牛田エスキーテニスクラブ

11 月 11 日(木)

13:30～16:30 エスキーテニス

運動しやすい服装、体育館シューズ

前日

2人

18 牛田わらべうたあそびの会

①11 月 11 日(木)
②11 月 18 日(木)

①なし
②お絵かき道具・ボール(あれば
100 均等にある大きめのボール)

前日

①、②
各７人

タオル、飲み物、ヨガマット

前日

5人

前日

5人

10:30～11:30
15:00～16:15

わらべうたあそび
①幼児対象
②小学生対象

19 サンガイースト 103

11 月 11 日(木)

19:30～20:30 ヨガ

20 音訳ボランティアそよ風の会

11 月 12 日(金)

10:00～12:30

21 すまいる・スマイル

11 月 12 日(金)

13:30～14:30 みんなで楽しく歌おう

なし

前日

5人

22 牛田ピンポンクラブ

11 月 12 日(金)

15:15～17:15 卓球

卓球ラケット、上履き

前日

4人

23 クリオネ

ジャズダンス
①16:30～17:30
①幼児対象
11 月 12 日(金) ②17:30～18:30
②低学年対象
③18:30～19:30
③中、高学年対象

タオル、飲み物、マスク

前日

各５人

24 牛田青葉句会

11 月 13 日(土)

13:00～16:00 句会

ノート、鉛筆（ボールペン）

前日

3人

25 拳進会少年団

11 月 13 日(土)

17:00～19:00 少林寺拳法の基本

運動可能な服装、素足で参加

前日

１０人

26 手芸クラブ SUMIRE

11 月 15 日(月)

①ギャザースカート
10:00～12:00 ②BOX ティッシュケースのどちら
かご希望の方をつくります。

持参物は公民館にあるチラシを参照
①ｷﾞｬｻﾞｰｽｶｰﾄ 100 円
②BOX ﾃｨｯｼｭｹｰｽ 300 円

11/12

5人

27 手話サークルほおずき

11 月 15 日(月)

14:00～16:00 手話の学習

なし

前日

5人

広島友の会
お母さんの勉強室

11 月 18 日(木)

10:00～12:00

なし
パンの成形に参加希望の方は材料費 150 円

前日

5人

29 子どもの本を読む

11 月 18 日(木)

テーマに沿った子どもの本（主に絵
もしお持ちでしたら「安野光雅」
10:00～12:30 本）を持ち寄り、お互いに紹介し、
の絵本
話し合っています。

11/17

5人

30 牛田オカリナーズ・ポポ

11 月 19 日(金)

13:00～15:00 演奏鑑賞、実演

前日

5人

31 広島八丈太鼓を楽しむ会

11 月 20 日(土)

前日

5人

32 三味線さなえ会

11 月 20 日(土)

10:30～11:30 三味線演奏

三味線（あれば）

前日

2人

33 広島友の会家計簿勉強会

11 月 25 日(木)

10:30～12:30 家計簿のつけかた

電卓、筆記用具

前日

３人

34 牛田絵手紙グループ

11 月 25 日(木)

13:00～15:00 絵手紙の学習

なし

前日

3人

35 ぎゅうたグループ

11 月 26 日(金)

11/10

3人

36 牛田メンズクッキングクラブ

11 月 27 日(土)

11/13

2人

28

9:00～12:00

9:00～12:00

視覚障がい者に文字情報を音声にか
なし
えて届ける活動

就学前の子育て中の
お母さんの勉強会

オカリナ（あれば）

下拍子（地打ち）に合わせて、自由 動きやすい服装、飲み物、
に楽しく八丈太鼓を打とう。
汗拭きタオル

大王松の松ぼっくりでクリスマスの ボンド、竹串、ハサミ、
飾りを作ります。
材料費 200 円

14:00～17:00 料理実習

エプロン、布巾、材料費 1,000 円
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