
【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 

 

 

  

 
  
    

７月 曜日 行事名 時間 会場 

1日 金 

すくすく広場 

(園庭・保育室の開放) 

※対象：未就園児 

(～7月 15日まで) 

10:00～

11:30 

比治山大学短期大学部

付属幼稚園 

七夕飾りを作ろう。 

※対象：未就園児 

（要予約 15人まで） 

10:00～

11:30 

比治山大学短期大学部

付属幼稚園 

4日 月 

七夕飾りを作ろう。 

※対象：未就園児 

（要予約 15人まで） 

10:00～

11:30 

比治山大学短期大学部

付属幼稚園 

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 

 6日 水 
レインボー広場 

アート展の作品を作ろう 

(要予約) 

10:00～

11:00 
牛田新町光明保育園 

12日 火 
わくわくランド光明 

子ども広場☆防災クッキング 

10:30～

11:30 
広島光明学園 

14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 

20日 水 
おとぎのへや（お話会） 15:00～ 牛田児童館 

レインボー広場 

プールであそぼう(要予約) 

10:00～

11:00 
牛田新町光明保育園 

21日 木 モーモー広場（予約不要） 
9:30～

11:30 
牛田公民館 

27日 水 
わくわくランド光明 

肩こり予防♡親子体操 

10:30～

11:30 
広島光明学園 

30日 土 
オープンキンダーガーデン 

（水遊びをしよう） 

※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 

８月 曜日 行事名 時間 会場 

4日 木 
わくわくランド光明 

夏の音楽会 

10:30～

11:30 
広島光明学園 

17日 水 
レインボー広場 

水遊びをしよう(要予約) 

10:00～

11:00 
牛田新町光明保育園 

18日 木 
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 

20日 土 
オープンキンダーガーデン 

（親子でリトミック） 

※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 水 
レインボー広場 

色水遊びをしよう(要予約) 

10:00～

11:00 
牛田新町光明保育園 

30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 

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 

７･８月の休館日 

7／5(火)、12(火)、18(月・祝) 

  19(火)、26(火) 

8／2(火)、6(土・平和祈念日) 

   9(火)、11(木・祝)、16(火) 

23(火)、30(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） 

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：7 月 9 日(土) 午前 11 時～11 時半 

     ※8 月はお休みです。 

●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：7 月 22 日(金)、8 月 26 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：7 月 21 日(木)、8 月 18 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 

※8 月 18 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』 

 

 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：8 月4 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：7 月 2 日(土)から牛田公民館へ電話か窓口で 

3年ぶりに有観客で開催します。 

◆入場の事前予約は不要ですが、会場入り口での検温、連絡先の記入、手指消毒にご協力を 

 お願いします。当日37.5度以上の体温の方及び体調がすぐれない方の入場はお断りします。 

 マスクの着用をお願いします。 

●日 時：7 月31 日(日) 午後 2 時～3 時 15 分（終了予定） 

●出 演：ウクレレクルッセダーズ、牛田学区子ども会、国鉄広島ナッパーズ、 

     生協ひろしま虹のコーラス、ハミングバード（５０音順） 

●定 員：75人（満席の場合は、入場制限を行います。） 

●持参物：会場は土足禁止のため、上履き（スリッパなど）をご用意ください。 

●主 管：ピカドンたけやぶ音楽祭実行委員会 

●協 力：手話サークルほおずき（手話通訳）、FBI（音響、照明）、田中 環さん（司会） 

     牛田新町児童館（平和を願う作品展示） 

    ⇒昨年の音楽祭のプレイバック動画をYouTubeで公開中です。 

   牛田公民館のHPにリンクを貼っています。ぜひご覧ください。 

■牛田から発信 平和への想いをこめて 

第 15 回 ピカドンたけやぶ音楽祭 

平和を願う作品展 

牛田新町児童館の子どもたちによる平和をモチーフとした作品展示です。 

ピカドンたけやぶ音楽祭開催当日から展示します。 

  ●期 間：７月 31 日（日）～8 月 31 日（水） 

★にこにこ広場牛田（会場：牛田児童館）を再開しています。 
 （8 月はお休みです。） 

避難情報発令時における公民館の対応について 

牛田公民館は、避難情報発令時においては以下の 

とおり対応します 

 

 

牛田公民館は、「土砂災害警戒区域・特別警戒区域」に

あるため、牛田新町小学校区に対し、警戒レベル４（避

難指示）以上が発令された時点で、公民館を臨時休館

し、職員も避難します。 

★公民館は避難所になりません。 

 

 

その他の災害種別（洪水・高潮）で、牛田新町小学校

区に、警戒レベル４（避難指示）以上が発令された場

合、公民館業務としての施設利用を中止します。 

土 砂 

洪 水 高 潮 

東地区保護司会からのお知らせ 

第 72 回「社会を明るくする運動」講演・演奏会 

●日 時：7月25日(月) 午後2時半～4時半 

●会 場：牛田公民館 1階ホール 

●講 演：広島保護観察所 統括保護観察官 前島 進 

●演 奏：琉球芸能「てぃーな」 ●対象：どなたでも 

●定 員：80人（要申込・先着順） 

●申込み：7月1日(金)から7月23日(土)までに 

     東地区更生保護サポートセンターへ、 

     お名前と電話番号を記載してFAXにて申込み 

     （FAX 082－836－4309） 
●主催・問い合わせ：東地区保護司会 

小井手、奥田（080-6333-9521） 

主催事業について 

・主催事業の参加にあたり、必ず 

 マスクを着用ください。 

・発熱または風邪の症状のある方 

 は参加をご遠慮ください。 

・受講申込時にお寄せいただいた 

 個人情報は、事業運営（新型コ 

 ロナウイルス感染症対応を含 

 む）目的以外には使用しませ 

 ん。 

・定員がある事業は、原則定員に 

 なり次第受付を終了します。 

・掲載の事業が中止となる可能性 

 があります。 


