
【問合せ先】 

牛田児童館【228-3184】広島光明学園【228-5595】 

牛田新町光明保育園【222-3911】 

比治山大学短期大学部付属幼稚園【229-5581】 

東保健センター【568-7735】 

※「健康相談室」の予約は、東保健センターへ 

 

 

  

 
  
   

６月 曜日 行事名 時間 会場 

 1日 水 
レインボー広場 

園庭で遊ぼう(要予約) 

10:00～

11:00 
牛田新町光明保育園 

2日 木 
こりすぐみ B(要登録) 

※対象：2歳児親子 

10:00～

11:30 

比治山大学短期大学部付

属幼稚園 

3日 金 
こりすぐみ C(要登録) 

※対象：2歳児親子 

10:00～

11:30 

比治山大学短期大学部付

属幼稚園 

  6日 月 
オープンスペース 

にこにこ広場牛田(予約不要) 

9:30～ 

11:30 
牛田児童館 

9日 木 

わくわくランド光明 

オンライン季節の音楽会 

10:30～

11:30 
広島光明学園 

タッチ＆プレイ 

※対象：歩くまでの赤ちゃん 

10:00～

11:30 

比治山大学短期大学部付

属幼稚園 

10日 金 
こりすぐみ C(要登録) 

※対象：2歳児親子 

10:00～

11:30 

比治山大学短期大学部付

属幼稚園 

11日 土 プレゼント工作（要予約） 10:15～ 牛田児童館 

14日 火 
こりすぐみ A(要登録) 

※対象：2歳児親子 

10:00～

11:30 

比治山大学短期大学部付

属幼稚園 

15日 水 

レインボー広場 

親子製作（七夕）(要予約) 

10:00～

11:00 
牛田新町光明保育園 

おとぎのへや（お話会） 15:00～ 牛田児童館 

16日 木 

こりすぐみ B(要登録) 

※対象：2歳児親子 

10:00～

11:30 

比治山大学短期大学部付

属幼稚園 

健康相談室（15組・要予約） 
9:30～

11:00 
牛田公民館 

モーモー広場（予約不要） 
9:30～

11:30 

21日 火 
わくわくランド光明 

七夕飾りを作ろう 

10:30～

11:30 
広島光明学園 

23日 木 
こりすぐみ B(要登録) 

※対象：2歳児親子 

10:00～

11:30 

比治山大学短期大学部付

属幼稚園 

24日 金 
こりすぐみ C(要登録) 

※対象：2歳児親子 

10:00～

11:30 

比治山大学短期大学部付

属幼稚園 

25日 土 卓球体験会（要予約） 13:00～ 牛田児童館 

28日 火 
こりすぐみ A(要登録) 

※対象：2歳児親子 

10:00～

11:30 

比治山大学短期大学部付

属幼稚園 

５月 曜日 行事名 時間 会場 

9日 月 

オープンスペース 

にこにこ広場牛田(予約不要) 

9:30～ 

11:30 
牛田児童館 

すくすくまなびの広場 

(園庭・保育室の開放) 

※対象：未就園児 

(～6月 30日まで) 

10:00～

11:30 

比治山大学短期大学部

付属幼稚園 

10日 火 
こいのぼりを作ろう(要予約) 

※対象：未就園児 

10:00～

11:30 

比治山大学短期大学部

付属幼稚園 

11日 水 

わくわくランド光明 

たのしい親子体操 

10:30～

11:30 
広島光明学園 

レインボー広場 

親子製作(要予約) 

10:00～

11:00 
牛田新町光明保育園 

12日 木 
タッチ＆プレイ 

※対象：歩くまでの赤ちゃん 

10:00～

11:30 

比治山大学短期大学部

付属幼稚園 

13日 金 
こいのぼりを作ろう(要予約) 

※対象：未就園児 

10:00～

11:30 

比治山大学短期大学部

付属幼稚園 

17日 火 
こりすぐみA(要登録) 

※対象：2歳児親子 

10:00～

11:30 

比治山大学短期大学部

付属幼稚園 

18日 水 おとぎのへや（お話会） 15:00～ 牛田児童館 

19日 木 

モーモー広場（予約不要） 
9:30～

11:30 
牛田公民館 

こりすぐみ B(要登録) 

※対象：2歳児親子 

10:00～

11:30 

比治山大学短期大学部

付属幼稚園 

20日 金 
こりすぐみ C(要登録) 

※対象：2歳児親子 

10:00～

11:30 

比治山大学短期大学部

付属幼稚園 

21日 土 作って遊ぼう（要予約） 10:15～ 牛田児童館 

26日 木 
一年生のための一輪車教室 

（要予約） 
14:30～ 牛田児童館 

31日 火 

わくわくランド光明 

絵本読み聞かせ・手遊び 

10:30～

11:30 
広島光明学園 

こりすぐみA(要登録) 

※対象：2歳児親子 

10:00～

11:30 

比治山大学短期大学部

付属幼稚園 

日 時 内 容 ・ 講 師 

5 月26 日(木) 

午前10時～正午 

※雨天中止 

牛田バラ公園から見立山までハイキング 

  講 師 「東区緑のボランティアの会」の皆さん 

●集 合：牛田公民館 
●持参物：水分補給用の飲み物 ※動きやすい服装で。 

6 月23 日(木) 

①午前 9時半～10時半 

②午前11時半～12時半 

日本の世界遺産を巡って（世界遺産３か所の紹介） 

  講 師  NPO法人世界遺産アカデミー 

 認定講師 西森 正明 さん 

子育て応援・児童館情報 

―地域の皆さまから寄せられた情報ですー 
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●広島市牛田公民館は、公益財団法人広島市文化財団が指定管理者として管理運営を行っています。 

発行：(公財)広島市文化財団 牛田公民館  〒732-0068 広島市東区牛田新町一丁目 8 番 3 号 

電話・FAX  (０８２)２２７－０７０６     E-mail  ushita-k@cf.city.hiroshima.jp  

※各行事は中止や変更があるかもしれません。詳しくは、保育 

 園や幼稚園、児童館などにお電話などでご確認ください。 

牛田公民館のご案内 

電話・ＦＡＸ 

(０８２) 227-0706 

※お間違えのないように。 

開館時間  

午前 8 時半～午後 10 時 

５･６月の休館日 

5／3(火･祝)～6(金･振休) 

10(火)、17(火)、24(火) 

31(火) 

6／7(火)、14(火)、21(火)、 

28(火) 

各種受付  

午前 8 時半～午後 5 時 15 分 

講座申込・問合せ、部屋の予

約･申請、印刷機の利用等はこ

の時間内で（ただし木・金曜日

は午後 9 時まで） 

★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。 

公民館主催の講座・行事 

【会場】特に明記がなければ

すべて牛田公民館です。 

【参加費】特に明記がなけれ

ばすべて無料です。 

【高齢者いきいき活動ポイン

ト】対象事業は、この 

マークが目印です。 

駐車場 

・牛田公民館の駐車場は、公民館

前の11台分のスペースだけです。

できる限り徒歩又は公共交通機

関等でお越しください。(西隣の

ひろしんビッグウェーブ駐車場

は有料でご利用できます。) 

・駐車場内での事故・盗難・災害

等については、公民館は責任を負

いませんのでご了承ください。 

 

令和４年  

(2022年) 

 

 

ボランティアの皆さんによる絵本の読み聞かせの会です。 

牛田集会所会場 【乳幼児～小学校低学年向き】     

●日 時：5 月 14 日(土)、6 月 11 日(土) 

午前 11 時～11 時半 

●会 場：牛田集会所（牛田旭二丁目６－１５） 

※会場が狭いため、人数が多い場合入れないことがあります。 

牛田公民館会場 【乳幼児向き】            

●日 時：5 月 27 日(金)、6 月 24 日(金) 

午前 11 時～11 時半 

子育て中の親子が気軽に集い、交流できる場です。地域の

子育て応援隊（子育て支援ボランティア）、牛田民生委員児

童委員の皆さんが運営をしています。 

●日 時：5 月 19 日(木)、6 月 16 日(木) 午前９時半～11 時半 

●対 象：乳幼児とその保護者 ●申込み：当日会場で受付 

※6 月 16 日(木)は、保健師さんによる健康相談室（9:30

～11:00）も同時開催。事前の予約が必要です。 

 （東保健センター📞568-7735） 

母子健康手帳、バスタオルをご持参ください。 

 おはなし会        ★申込み不要  子育てオープンスペース『モーモー広場』 

 

いきいき大学 

●対 象：概ね６０歳以上の人又は興味のある方 ●定 員：(5月)20人 (6月)各回20人（要申込・先着順） 

●申込み：5月2日(月)から牛田公民館へ電話か窓口で ※6月は①か②のご希望の時間を選んでください。 

※マスクを着用してください。 ※5月雨天中止の場合は、前日夕方にご連絡します。 

★にこにこ広場牛田（会場：牛田児童館）を再開しました！ 

 「ソルアーナのヒーリングタイム～ウクレレとピアノの調べ～」 

アットホームな雰囲気が好評の音楽ボランティア企画のコンサート。 

今回は「ウクレレとピアノ」の演奏をお届けします。 

●日 時：6 月4 日(土) 午後２時～４時（予定）（開場：午後１時半） 

●ゲスト：ソルアーナ（ウクレレ：寺本 隆さん、ピアノ：寺本 采可さん） 

●曲 目：（演奏予定曲目）お祭りマンボ、北国の春、見上げてごらん夜の星を ほか 

●対 象：どなたでも      ●定 員：４５人（要申込・先着順） 

●持参物：会場は土足禁止のため、室内シューズ（スリッパ）などをご用意ください。 

●申込み：５月 9 日(月)から牛田公民館へ電話か窓口で 

●協 力：うしたスマイルコンサート音楽ボランティア 

♪うしたスマイルコンサート♪ 

『牛田公民館ホール特定天井及び空調設備改修工事』について 

 予 定 工 期     令和４年８月１９日(金)～令和５年３月３１日(金)  

※入札の結果により、工期開始日が延期となる可能性があります。 

 工期期間中のご利用について  

●ホールはご使用できません。  ●機械室（倉庫）への出入りが制限されます。 

●駐車可能台数が減少します。（駐車場の約半分が作業ヤードとなるため。） 

●ホールの仮予約について （入札不調等により工期が延期となった場合に備え） 

 8 月 19 日(金)以降のご利用についても３か月前からの仮予約受付をしますが、工期決定後は 

 工期期間にかかる仮予約は取り消しとなる旨、ご了承ください。 

工事期間中は、近隣住民の方や公民館ご利用の方にはご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理

解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。 

予定工期中のホール仮予約は休止いたします。 


