
 

 

下記の新型コロナウイルス感染拡大防止対策をお願いします。 
 
■３密回避、濃厚接触回避  ■定期的な換気  ■手洗い 
■具合の悪い場合(発熱、風邪の症状)はご利用をお控えください。 

時間内は出入り自由。おもちゃで遊んだり、 

おしゃべりしたり、自由にお過ごしください。 
 
４月１４日（金）、４月２８日（金） １０：００～１１：３０ 
 
会 場 八幡公民館 ２階 大集会室 

対 象 未就園児とその保護者 

共 催  八幡母親クラブ、八幡地区民生委員・児童委員協議会、 

    佐伯区地域子育て支援センター、八幡公民館 

その他  悪天候等により、午前８時の時点で 

警報等が発表されている場合は、 

中止することがあります。 

 
エリアの人口 
及び世帯数 

(令和 5年 2 月末現在) 
※（）は先月比 

 
男 5,368人(+5) 
女 5,723人(-3) 
合計 

11,091人(+2) 
 世帯 
   5,059世帯(+7) 

２０２３年(令和５年) 

４月号 
〒731-5116 広島市佐伯区八幡三丁目 23番 22号 
開館時間 ８：３０～２２：００ 
受付時間 ８：３０～１７：１５（月・水・土・日） 

８：３０～２１：００（木・金） 
TEL/FAX  ０８２－９２８－０２０７ 
e-mail    yahata-k@cf.city.hiroshima.jp 
HP        http://www.cf.city.hiroshima.jp/yahata-k/ 
 
 
 
今月の休館日 

編集・発行／（公財）広島市文化財団 八幡公民館 

４日（火）  ・ １１日（火） ・ １８日（火） ・ 
２５日（火） ・ ２９日（土・祝） 

至広島 

サンリブ 

フタバ図書 

原則 
毎月第２・ 
第４金曜日 

ご利用の皆様へ 

タップダンスは「タップ」という金具を靴底に付けた靴をはいて、

音楽に合わせて床を踏み鳴らして踊るダンスです。 

この機会にぜひ体験してみませんか。 
 

４月１４日（金） １９：００～２０：００ 

会 場 八幡公民館 ２階 研修室１ 

対 象 年長から高校生まで（※男女問わず） 

内 容 タップダンスの体験 

定 員 １０人（申込み順）  参加費 無料 

持参物 飲み物、タオル 

その他 動きやすい服装でお越しください。 

申込み 電話または直接八幡公民館へ 

        タップシューズを貸し出すため、事前の申込みをお願い 

します。申込みの際は、靴のサイズをお伝えください。 

※上記の体験会以外の活動日も体験できます。 

お気軽に相談ください。 

＼この時期の子供はぐんぐん伸びる！可能性を広げよう／ 

☆マット、とび箱、鉄棒、縄跳びなどのやりかたを基礎から学べます！ 

☆1人 1人のペースで上達できます。 

☆あいさつができ、集団行動のとれる子を育てます。 

 

４月２７日（木） １５：２０～１６：４０  

会 場 八幡公民館 ２階 大集会室 

対 象 ２０２３年度年中児、年長児 

講 師 下西 尚子さん（広島幼児体操指導員協議会指導員） 

参加費 無料 

持参物 飲み物、お子さんの保険証、筆記用具 

    動きやすい服装（Tシャツ、ハーフパンツ）     

申込み 電話または直接八幡公民館へ 

開始は５月からですが、見学はいつでも大歓迎です！ 

お気軽にご連絡ください。 

 

日 時 毎週第１，２，４木曜日 

１５：３０～１６：４０ … 年中 

１６：４５～１７：５５ … 年長 

会 場 八幡公民館 ２階 大集会室 

会 費 ２,２００円／月（人数により多少変動あり） 

問合せ 八幡公民館へ 

 

ジャズダンスとは元々はバレエを基礎としたダンスで、 

現在は自由で型にとらわれない多様なジャンルがあります。 

あなたも体験してみませんか。 
 

５月１２日（金） 

１６：３０～１７：３０ （年中～小３）、１７：４５～１８：４５ （小４～小６） 

１９：００～２０：００ （中学生） 

（大人クラスは月曜日２０：３５～ レッスンをしています☆） 
 

会 場 八幡公民館 ２階 大集会室 

対 象 年中から中学生まで（※男女問わず） 

内 容 ジャズダンスの体験 

定 員 上記各時間帯とも２０人程度（申込み順） 

参加費 無料    持参物 室内シューズ、飲み物、タオル 

その他 動きやすい服装でお越しください。 

申込み ４月１日（土）から電話または直接八幡公民館へ 

mailto:yahata-k@cf.city.hiroshima.jp
http://www.cf.city.hiroshima.jp/yahata-k/


 

パソコンに関する質問にボランティアの方がお答えします。 

(※パソコン教室ではありません、ご注意を！) 
 
４月１９日（水）、５月１７日（水）  

１０：００～１２：００ 
 
会 場  八幡公民館 ２階 研修室２ 

対 象  パソコン初心者、パソコン未経験者の方 

講 師  パソコンボランティアの皆さん 

申込み  不要 出入り自由  

その他  いつも使っているパソコンをご持参ください。 

          

この広報紙は、「中国新聞五日市東販売所(有)松尾新聞舗」、「中国新聞五日市中央北販売所」、「朝日新聞 ASA広島販売五日市」、 
「読売新聞広島販売 Y.C.五日市」のご厚意により、皆様のご家庭に配布させていただいております。ご協力に感謝いたします。 

【高齢者いきいき活動ポイント対象事業】  

参加・申込みの際にお伺いした個人情報については講座に関連した諸連絡以外には使用しません。記事内の個人名・電話番号については、ご本人の了解のもとに掲載しています。 

日時 ４月２４日(月) １９：３０～  
会場 八幡公民館 ２階 

大集会室、研修室１ 

学校施設開放調整会議 

時間内は出入り自由。おもちゃで遊んだり、 
おしゃべりしたり、自由にお過ごしください。 
 
４月７日（金）、４月２１日（金） １０：００～１１：３０ 
 
会 場 薬師が丘第一集会所（薬師が丘２丁目２－１３） 
対 象 未就園児とその保護者 
共 催  八幡地区民生委員・児童委員協議会、 

薬師が丘連合町内会、佐伯区地域子育て支援センター 
その他  インスタグラムやってます。 

    「ｙａｋｕｓｈｉｏｙａｋｏ」で検索！ 

     

     

おやこひろば かぜのこ 

原則 

毎月第１・ 

第３・第５ 

金曜日 

原則 

毎月第１・ 

第３水曜日 

やはた公民館だより 2023年（令和 5年）4月号 

八幡学区体育協会からのお知らせ 

第３９回 佐伯区民スポーツ大会 
 
５月２１日（日）  

開会式 午前８：３０～ 

（受付 午前７：２０～午前８：１０） 
 

競技開始 午前１０：００～ 
 （競技によって変動） 
 
雨天順延の場合は５月２８日(日) 
順延となる種目は、 
ソフトボール、ソフトテニス、 
グラウンド・ゴルフ、ペタンク 

八幡公民館 職員異動のお知らせ 

◎お世話になりました 

 主  事   上霜 英夫（退職） 
 
☆よろしくお願いします 

 社会教育主事 壱岐 祐介（竹屋公民館から） 
 
□引き続きよろしくお願いします 

 館  長   湯﨑 あゆみ 

 公民館専門員 山田 友子 

 公民館専門員 田中 俊生 

公民館では、市民の皆さんが主体となり結成された学習グループが、

様々なジャンルで活動しています。どなたでも入会が可能です。 

八幡公民館では窓口に置いている「学習グループ一覧表（※下に掲

載）」または八幡公民館ホームページ「利用団体」をご覧いただき、

関心のあるグループがありましたら、電話または窓口でお尋ねくだ

さい。入会方法や会費等についてお伝えします。 

見学や体験ができるグループもあります。 

お気軽にお問合せください。 

八幡小学校３年生が手づくりした 

八幡学区の安全マップを展示しています。 

大人では気づきにくい、子ども目線の 

危険箇所が分かります。 

ぜひご覧ください。 
 

４月２８日（金） まで 

会 場 八幡公民館 １階 ロビー 

※八幡学区はソフトテニスを 
除く種目に参加の予定です。 

競技種目 会場

開会式

バレーボール

卓球

ソフトボール

ソフトテニス

バドミントン 湯来体育館

グラウンド・ゴルフ 五日市南小学校

ソフトバレーボール 城山中学校

ペタンク 五日市小学校

佐伯区スポーツ
センター

佐伯運動公園

ジャンル 活動日 募集 備考

第１・２・４木 ○

第１・３月 ○

毎週水 △

第１・３水 △

第１～４金 ○

第１～４水 △

第３金 △

第３土 ○

毎週土 △

毎週木 △

障害者理解 毎週水 △

第２・４月 ○

第２・４月 △

美術・工芸 第３月 △

第１・２・４金 ○

第１・２・４金 ○

第１・２・４月 ○

第１・３土 ○

第１～４月 △

第１・３金 ×

毎週月
毎週金

○

毎週金 ○

毎週木 ○

不定期 ○ 基本は第４月曜日

毎週土 △

俳　句 第４月 ○

能　楽
歌　謡

第１・２・３土 ○

華　道 第２土 ○

卓　球 毎週月 ○

第１水 ○

歴史・地理 最終土 ○

スポーツ少年団 毎週水 ○ 公民館使用は不定期

ニュースポーツ 第２・４水 ×やはたクッブ同好会 　９：３０～１１：３０

　　※活動日（週・曜日など）が変更になる場合があります。

　　※募集 … ○あり　△若干名　×定員に達しているため欠員待ち

やはた歴史探訪くらぶ １３：３０～１５：３０

佐伯空手道スポーツ少年団 １８：３０～２１：００

くらしを楽しむいけばなの会 １３：３０～１６：３０

八幡卓球クラブ １３：２０～１６：２０

ボランティア やはた昔遊びの会 １０：００～１２：００

八幡俳句あすなろ会 １３：３０～１５：３０

清心吟詠同好会 １３：３０～１５：３０

ヒップホップダンスサークル １７：００～２０：００

舞　踊
新舞踊　舞扇 １０：００～１２：００

剣詩舞　勝琳同好会 １０：００～１２：００

洋　舞

ジョイフルキッズＹＡＨＡＴＡ（ジャズダンス）
２０：００～２２：００

１６：００～２１：００

ジョイフルＴＡＰ　ＣＬＵＢ（タップダンス） １９：００～２１：００

その他音楽
秋桜カラオケ教室 １３：３０～１６：００

ハート倶楽部八幡（カラオケ） １３：３０～１５：３０

合　唱
コール・サルビア ９：３０～１２：３０

八幡ほほえみコーラス １３：３０～１５：３０

邦楽
琴
こと

己
き

会
かい

（大正琴） １３：００～１５：００

三味線　八幡の会 ９：３０～１１：３０

絵手紙あじさいの会 １３：３０～１５：３０

趣　味
娯　楽

八幡囲碁同好会 １３：００～１７：００

やはたマージャン友の会 １３：００～１７：００

手話サークル虹 １９：００～２１：３０

書
八幡習字教室 ９：５０～１１：５０

ペン習字同好会 ９：５０～１１：５０

食生活
ＭＩＫＩおばさんのパン工房 ９：３０～１２：３０

男性料理教室 ９：００～１３：００

家庭医学
・

健　康

ヨーガ・セラピー １８：４５～２０：４５

八幡川ウォーキング ９：３０～１１：３０

ウエーブリング・ストレッチ ９：４５～１１：４５

ハナミズキ（太極拳） １３：００～１５：００

令和５年度学習グループ一覧表　　　2023年3月20日現在

グループ名 活動時間

幼児教育
とびだせ幼児体操教室 １５：１５～１８：１５

はにーきっず １０：００～１２：００


