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公民館の事業 ５・６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 

初心者対象の相談会です。（講習会ではありません。） 

●日 時：5 月23 日(月)・6 月27 日(月) 

     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：5 月 9 日(月)から 3 日前の金曜日までに 

牛田公民館へ電話か窓口で 

※貸出用パソコンはありません。各自ご持参ください。 

※ハードウェア関連のご相談には対応していません。 

 パソコン相談室 

●対 象：どなたでも 

     ※全３回の講座すべてに参加できる方。 

●定 員：16 人（要申込・先着順） 

●申込み：5 月 20 日(金)から 6 月 15 日(水)までに 

牛田公民館へ電話か窓口で 

※締切日前であっても定員に達した場合は、受付を終了 

 します。お一人で複数人数のお申し込みはできません。 

●共 催：比治山大学 生涯学習・地域連携センター 

 うしたカレッジ（全３回） 

日時・講師 内容 

【第１回】 

6 月25 日(土) 

午後２時～４時 

比治山大学 教授 

Damon E. 

Chapman 

People, Relationships & 
Character 
This lesson will teach expressions 

and vocabulary to talk about many 

different people you our lives: 

family, relatives and extended 

family, in-laws, romantic partners, 

etc. You will learn to answer these 

questions: What is (人) like? What 

does (人) look like? There will be 

LOTS of new expressions and 

words! 

【第２回】 

7 月2 日(土) 

午後２時～４時 

比治山大学 助教 

柳原 里枝子 

Cultures, Habits & Routines 
本シリーズ第２回目では、日本や海外の文化

や習慣などについて説明する表現を練習しま

す。また、頻度を表す表現を使って、日課にし

ていることを説明したり、相手にたずねたり

する実践練習を行います。 

【第３回】 

7 月9 日(土) 

午後２時～４時 

比治山大学 教授 

David M. Mosher 

Food & Your Hometown 
本シリーズ第３回目では、食事や故郷（地元）

に関する話題を取り上げて、英会話の練習を

します。好きな食べ物や苦手な食べ物、郷土

料理や西洋料理、さらにこれまでの旅行先で

出会った食べ物について英語で話してみまし

ょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 バリアフリー交流会  ランプシェード作り 

 おやこひろば牛田 

親子で運動遊びをします。（裸足で行います。） 

●日 時：6 月30 日(木) 午前 10 時～11 時 

●対 象：概ね１歳半～３歳の子どもとその保護者 

●定 員：20 組（要申込・先着順） 

●持参物：水分補給用の飲み物 

●申込み：5 月 7 日(土)から牛田公民館へ電話か窓口で 

いざというときのために応急手当の知識と技術を身につ

けておきましょう。 

●日 時：①のみ開催日、会場変更 7 月 17 日（日） 

 ①７月３日(日) 午前 9 時～正午「救急法講習会」 

  （救急法、幼児安全法、水上安全法など）会場 牛田小学校体育館 

 ②7 月 10 日(日) 午前９時～正午「普通救命講習」 

●対 象：18 歳以上の方 

●定 員：①、②各回５人（公民館受付分／要申込・先着順） 

●申込み：６月９日(木)から牛田公民館へ電話か窓口で 

●共 催：牛田学区体育協会 

 応急処置・普通救命講習 

英会話講座（初級）※中学校３年生レベルの英語で行います。 

夏に向けての花壇づくり（夏の花の植付）を「牛田公民館 

花のボランティア」と一緒に行いませんか？ 

公民館の花壇を花いっぱいにしましょう。 
 

 

 

●日 時：6 月8 日(水) 

     午前 9 時半～11 時半 

●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名程度（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 

 花のボランティア養成講座 

 会 場  牛田公民館ほか 

 内 容  ◇ホール 9:30～15:00 ストラックアウト、ダルマ落とし、輪投げ、スピードガン、ラダーゲッターなど 
◇実習室  9:30～11:30 紙芝居        ◇研修室１ 10:00～10:45  わらべうたあそび 
◇研修室２  9:30～11:00 ゲーム 
     11:10～12:10 工作（1 回目）、13:00～14:00 工作（2 回目） 
       ～ぴょんぴょんガエル、くるくるゴマ、紙コプター～ 
◇研修室３ 9:30～15:00 ゲーム ～割りばし鉄砲の的当て、雑誌束ねなど～ 
◆スポセンエントランス（テント下） 9:30～15:00 ボールすくいなど ※テント下の催しのみ有料 ゲーム 1 回 200 円 

第３１回 牛田公民館ふるさとまつり（展示・飲み食い・バザーひろばの開催はありません。） 

    

①マスクの着用をお願いします。 
②入場口では手指消毒をお願いします。また検温を行います。 

 （体温が 37.5 度以上の方は入場できません。）混雑緩和 

 のため、15 日(日)は公民館の入退場口を分けます。 

③来場者確認のため、入館時にお名前、連絡先、学校名(15 

 日のみ)のご記入をお願いいたします。 
 

 ■ ふるさとまつり開催中は、印刷サービス・図書室の利用はできません。 

芸能発表ひろば    時 間  午前9 時半～12 時半（終了予定） 5 /14(土) 

5 /15(日) 

 会 場  牛田公民館ホール 

 内 容  ◆太鼓（広島和太鼓倶楽部「彩」、Wadaiko キッズ広島、牛田成年会太鼓組、広島八丈太鼓を楽しむ会） 

◆オカリナ（牛田オカリナーズ・ポポ）  ◆詩吟（吟詠末広会）    ◆こどもジャズダンス（クリオネ） 

◆コーラス（ポピーコーラス、コーロ・ぽこ・あ・ぽこ）        ◆民踊（豊会） 

◆フォークダンス（広島マーガレット F.D.C）             ◆和楽器演奏（三味線さなえ会） 

◆少林寺拳法（拳進会・拳進会少年団）  ◆フラダンス（フラレイラ） ◆手話歌（手話サークルほおずき） 

 時 間  

午前9 時半～午後3 時 

人権啓発パネル展示 

「生きているだけで素晴らしい 難病の妹からあなたへ」 

絵本原画・関連パネル展 

●期 間：6 月 5 日(日)～7 月 8 日(金) 

6 歳の時に「ニーマン・ピック病」と診断されたゆうちゃ

ん。ゆうちゃんの病気や障がいをあるがままに受け入れ

る、子どもたちの優しさ、思い、そしてゆうちゃんを通じ

て見る世界を綴った絵本の原画などを展示します。 

 

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、

ちょうちんに紙やお花などを飾って、オリジナルのラン

プシェードを作ります。ぜひご参加ください。 

●日 時：6 月12 日(日)  

     午前１０時～正午 

●講 師：ペーパークリエイター 

      土居 あきよさん 

●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：30cm 四方の物が入る持ち帰り用の袋 

●申込み：5 月 7 日(土)から 6 月 6 日(月)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 

ロビー展 

●主 催：第 31回牛田公民館ふるさとまつり委員会  ●共 催：マエダハウジング東区スポーツセンター 

子どもひろば・ 
  チャレンジひろば 

※各室には定員がございます。 

 実施時間にご注意ください。 

④３密回避のため、参加人数制限を行います。来場者が多い 

 時間帯には、公民館への入場制限を行います。 

⑤館内では、大声の発声や近接した距離での会話はご遠慮く 

 ださい。 

⑥駐車場について 牛田公民館駐車場は、ご利用できません。 

 公共交通機関または近隣の有料駐車場をご利用ください。 

⑦駐輪場について 自転車・バイク等二輪車の駐輪は、公民館駐 

 輪場または臨時駐輪場をご利用ください。 

チャレンジ！着衣泳 

いざという時に備えて、服を着たまま泳ぐ体験をしてみよう！ 

●日 時：7 月2 日(土) 午前 10 時～正午 

●会 場：ひろしんビッグウェーブ 

●対 象：25m 以上泳げる小学生以上の人 

●定 員：30 人（要申込・先着順） ●参加費：７００円 

●申込み：６月１５日(水)から受付 

     マエダハウジング東区スポーツセンターへ 

窓口は午前９時から、電話は午前１０時から受付 

電話：０８２－２２２－１８６０ 

 図書ボランティア活動日のお知らせ 

●日 時：5 月 27 日(金)、6 月 17 日(金) 

午前 10 時～正午 

●内 容：図書館からの配本整理、本の展示の入れ替え作業等 

●会 場：牛田公民館 図書室 

※図書整理中は、図書室のご利用はできません。 

広島市立図書館で借りた本の返却ポスト回収予定日  

5 月 12 日、5 月 22 日、6 月 2 日、6 月 16 日 

※事務室前に設置してある緑のボックスへ、 

なるべく前日までに投函してください。 

「清流の宝石 カワセミ」展 

●期 間：5 月 1 日(日)～5 月 30 日(月) 

広島市内にも生息するカワセミの姿を撮影した写真展で

す。普段めったに見られない、給餌などの貴重な様子が収

められています。ぜひご覧ください。 

（撮影：写真家 永原 小百合さん） 

ナデシコ 

学校でネイティブの先生と会話をする自信が 

つきました(*^^)v 

（昨年度参加者の声） 


