
●バザー１０：００～１５：００ ※売り切れ次第終了 
（駐車場）※飲食スペース（食堂）はありません 
うどん（パック）・むすび・いなり・飲み物・焼菓子 
遊休品・手作り品・文具等の販売 
スーパーボールすくい 
クイズラリーなどの子供向けゲーム 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

●イベント 
１０：００～１５：００（図書室） 
紙芝居の上演（地域や広島の昔話、猫田勝敏物語） 

 

１０：００～１５：００（ロビー） 
血圧測定・ストリートピアノコーナー 

 

１０：００～１５：００（和室） 
お茶席 

 

１２：３０～１４：３０（体育ホール） 
エスキーテニス体験会 

●オープニングセレモニー１０：００～ 
（体育ホール） 
安佐中学校吹奏楽部による演奏 

 

●舞台発表１０：３０～１１：４０ 
（体育ホール） 
歌や楽器の演奏など日ごろの練習の成果を 
お楽しみ下さい。 
銭太鼓 
太極拳 
ジャズダンス 
フラダンス 
詩吟 

 
 

●展示１０：００～ 
（公民館内） 
作品展示：写真・鉄道模型・パソコン・俳句 

安東保育園園児の作品 
安東小学校児童の作品 
毘沙門台小学校児童の作品 
安佐中学校美術部生徒の作品 

 
活動紹介：英会話・子ども体操教室・パソコン 

明るい社会づくり運動 
広島オマーン友好協会 

 

食券前売りのご案内 
５月１２日（金）～５月２９日（月）の開館日に 
公民館窓口で販売しています。 
販売時間は８時３０分～１７時（木・金は２１時） 
※うどんは持ち帰り用うどんとなっています。 
※詳細は決まり次第館内に掲示します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やすひがし公民館だより 
 

発行：(公財)広島市文化財団安東公民館 〒731-0153 安佐南区安東二丁目１６番４２号   
電話＆Fax：(０８２)８７８-７６８３    Email:yasuhigashi‐k@cf.city.hiroshima.jp 
開館時間：８時３０分～２２時 受付時間：８時３０分～１７時１５分 (木・金曜日は２１時) 
休 館 日：火曜日と祝日 ５月…(２日、３日、４日、５日、９日、１６日、２３日、３０日) ・ ６月…（６日、１３日、２０日、２７日) 

図書館の返却本の回収日（なるべく前日までに回収箱にご返却ください。）：５月７日（日）・１９日（金）、６月 2日（金）・１6日（金）  

 

 

2023年（令和 5年）5月１日発行 《個人情報の取扱いについて》公民館主催講座へのお申し込みの際に、お名前や連絡先をお伺いしていますが、 

この個人情報は講座に関連した諸連絡以外には使用しません。 

令和５年度いきいき長寿大学 
日々の生活を豊かにするため「健康」、「音楽」、「教養」等をテーマに学びます。 

今年度より月曜日に行う予定です。お間違いのないようご注意ください。 
 

日   時 内    容  と  講   師 

５月２２日（月） 

１３：３０～１５：００ 

唄と健康ギター漫談  

講 師：ギター漫談家 風呂 哲州 さん 

６月２６日（月） 

１３：３０～１５：００ 

「楽しく学ぼう！キャッシュレス決済のキホン 

～ポイント還元・○○ペイ・マイナ保険証 etc って、何？～」 

講  師：広島県金融広報委員会  

金融広報アドバイザー 倉橋 孝博 さん 

持参物：筆記用具    
 
◆対 象：概ね６５歳以上の方（各回４0名 先着順） 
◆申込み：５月１日（月）から電話か来館で。 
 

安田女子大学との共催事業 

大学生が教えるクッキングセミナー 
楽しく美味しい料理を教わります。 

バランスの良い食事を安田女子大学管理栄養学科のお姉さんと一緒に作ろう。 

①丸めないチーズ inハンバーグ定食 

◆日  時：6月 25日(日）１０：００～１3：００ 
◆対  象：小学３～６年生（定員 15名 先着順） 
◆内  容：ご飯、丸めないチーズ inハンバーグ、減塩みそ汁 
◆材料費：５００円 ※当日集めます。 

締め切りを過ぎたキャンセルは材料費をいただきます。 
◆持参物：マスク、エプロン、三角巾、ふきん２枚 
◆申込み：５月１日（月）から電話か来館で。申込締切 ６月 22日（木） 

②揚げないささ身フライ定食 

◆日  時：7月 1日(土）１０：００～１3：００ 
◆対  象：中学生（定員 15名 先着順） 
◆内  容：ご飯、揚げないささ身フライ、豆腐サラダ、減塩みそ汁 
◆材料費：５００円 ※当日集めます。 

締め切りを過ぎたキャンセルは材料費をいただきます。 
◆持参物：マスク、エプロン、三角巾、ふきん２枚 
◆申込み：５月１日（月）から電話か来館で。申込締切 ６月 28日（水） 
 
主  催：安田女子大学・安東公民館 

 

６月４日(日) 10:00～1５:00  会場：安東公民館 

 

~ お知らせ ~ 
６月３日(土)、４日(日)は、グリーンフェスティバル開催(準備・片付け)に伴い、図書室の利用はできません。 
両日は公民館内に駐車場はありません。公民館内はバイクや自転車でお越しの方の駐輪場となっています。なお、両日は安東
小学校に駐車場を設けていますが、駐車台数に限りがありますので、車での来館は極力ご遠慮ください。 
ご理解とご協力をお願いします。 
 

主催：安東・毘沙門台グリーンフェスティバル実行委員会 

 

※詳しい内容は５月下旬発行のパンフレットをご覧ください。 

 

mailto:yasuhigashik@cf.city.hiroshima.jp


安佐南保健センター（地域支えあい課) 

お子様の「育児相談」「身長・体重測定」や大人の「健康相談」「血圧測定」を行います。 

◆日 時：５月１９日（金）、 ６月１６日（金） ９：３０～１１：００ ※事前予約が必要です。 

詳しくは区役所ホームページまたは安佐南保健センター（Tel：831-4944） 

にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

土曜モーニング 毎週 土曜日 そば打ち見学・試食 第２月曜日 

おれんじカフェ 第２・４木曜日 小物つくり教室  毎週土曜日 

びしゃもん台体操 
絆教室 

第２・４木曜日 パソコンを楽しむ会 第１水曜日 

唄声サロン 第２・４土曜日 こども英会話教室   毎週月・木曜日 

折り紙教室 第 2水・第４土曜日 遊心書道会 第１・３土曜日 

麻雀 毎週月曜日 書のひととき 第 1木曜日 

・まるまゆシェルハブ ・シェルハブメソッド広島 ・ステンドグラスの会（随時）  

・ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ教室（随時）  各行事日程については、お問い合わせください  

学区集会所：社協サロン 5月 10日（水）、6月 7日（水） 

ひよこ組 毎週火曜日（祝日は休み） 

地域文庫（図書の貸し出し）毎週（木）14時～16時 

東集会所：毘沙門台カフェ ５月２７日（土）、６月２４日（土）   

Tel：870-9060(ふれあいセンター絆) 

子育てに奮闘中のお母さん、お父さん、気分転換にオープン
スペースによってみませんか？ 
新しい知恵やお友達が見つかるかもしれません。 
◆日 時：５月１０日（水）、６月１４日（水） 

いずれも１０：００～１１：３０ 

◆対 象：０歳～就園前の子ども 

とその保護者（申込不要） 

◆協 力：子育てサポーターの会 

◆主 催：安東・毘沙門台学区民生委員児童委員協議会 

安東公民館 
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一緒に活動できる仲間を募集しています。 

興味のある方は公民館にお問い合わせください。 
 

安東クッキングクラブ (料理 ) 
老若男女、ベテラン、初心者すべて歓迎します。 
◆日 時：第２土曜日 ９：００～１３：００ 
◆会 費：１，３００～１，７００円／月 
（参加人数により変動有） 

安東エスキーテニスクラブ（エスキーテニス） 
２０～３０代のメンバーが中心となって、毎週月曜日の 
夜に和気あいあいと活動しています。 
誰でも気軽に楽しめて、運動不足解消、ストレス発散に 
ピッタリなスポーツです♪ 
興味のある方はぜひ遊びに来てください。 
◆日 時：月曜日１９：００～２１：００ 
◆会 費：２００円／回 

 

 

「健康マージャンサロン」 ※安東学区の住民対象 
◆日 時：５月１２日(金)・２６日(金)、６月９日(金)・２３日(金) 

いずれの日も１３:００～１７:００ 
◆会 場：相田集会所 

６月１０日（土） ９：００～１１：００みんなで楽しくニュースポーツ体験会 
（毘沙門台小学校 体育館） 

６月１１日（日） ９：００～１１：００学区ソフトバレーボール大会 
（毘沙門台小学校 体育館） 

パソコン操作の悩みにお応えします。 

パソコン自習室 
◆日 時：５月１２日(金)、６月９日(金) 

        １３：３０～１５：３０（受付は１５：００まで） 

        事前申込不要。時間内出入り自由です。 

◆対 象：どなたでも 

◆協 力：パソコンボランティアのみなさん 

 

※掲載されている講座・イベント等は、中止・延期になる場合もあります。 

職員異動のお知らせ 
こ   これからよろしくお願いします。 

館長 沖  光 治 （安公民館より） 
主事 貞森  陽子 （祇園西公民館より） 

これまでお世話になりました。 
館長 橋本  信之 （退職） 
主事 楠本  奈緒 （大塚公民館へ） 

引き続きよろしくお願いします。 

社会教育主事 坂井 佳与子 公民館専門員 米谷 陽子 

 

 

 

※   は「高齢者いきいき活動ポイント対象事業」です。 

ポイント手帳をお持ちの方はご持参下さい。 

※参加費の記載のない講座は無料です。 

※公民館利用時は、人との距離をあける、手洗いや手指消毒に

ご協力をお願いします。 

 

●B ISHAMONDA I“ 絆 ” WORKS   

   ～布小物とステンドグラスの作品展～ 

   開催中～５月２７日（土） 

●グループ作品展「安東写真クラブ」  
   ６月５日（月）～６月２５日（日） 

 

 

※祝日等については問い合わせください 

やすひがしはつらつ塾 
 認知症サポーター 

養成講座 

認知症の人を地域全体で見守り、安心して暮らせるよう、
一緒に学びましょう。 

◆日 時：５月１０日（水）１３：３０～１５：００  

◆講 師：広島市認知症アドバイザー 

    横山 武史 さん 

◆対 象：概ね６５歳以上の方 

◆定 員：２０名（先着順） 

◆申込み：５月１日（月）から電話か来館で 

◆主 催：広島市安佐・安佐南地域包括支援センター 

安東公民館 

 

御礼 この公民館だよりは次の新聞販売店のご厚意により新聞折込でお届けしています。 

中国新聞安東販売所 中国新聞安中央販売所 中国新聞安南販売所 中国新聞緑井販売所 

朝日新聞 ASA安佐南店 読売新聞 YC安芸古市 読売新聞 YC安 


