
『吉見園ペパクラクラブ』  
いろいろな種類のペパクラをたくさん準備 

しています。親子参加歓迎！ 

●日 時：5月 13日（土）9:00～12:00 

 次回 6月 10日（土） 

●内 容：初心者向けからいろいろなペーパ

ークラフトを作れます。今回は、

動物ものを主に用意します。 

●対 象：どなたでも 申し込み不要 

     見学自由 

●持参物：定規､ピンセット､ハサミ 

●参加費：無料 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
          

 

 

 

               

 

 

 

 

 

         

   

 

 

 

 
    

    

 

                         

  

 

         

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公民館だより 令和５年(2023 年)5 月１日 №572 
 

【開館時間 8:30-22:00 窓口業務受付時間 8:30-17:15 (木・金は 21:00まで) 】 

5月の休館日 2日（火）・3日（祝)・4日（祝）・5日（祝）・9日（火)・16日（火） 

23日（火）・30日（火）     

 
主 催 事 業 の ご 案 内 

 

月号 

『吉見園プラモデルクラブ』 

月に一度のプラモデル好きの集まり       

おとなもこどもも、おとこもおんなも、 

ジャンルも問わない 

プラモデル好きのためのフリー製作スペース 

●日 時：5月 20日（土） 

オープン 13:00 

  クローズ 16:00 

毎月第３土曜日 次回 6月 17日（土） 

●内 容：プラモデル作りのオープンスペース 

●対 象：どなたでも 申し込み不要 

     見学自由 

●持参物：キット、材料、道具などは各自持参 

 

 

『子育てオープンスペース 

       “きらきら”』 
～子育ての楽しさや悩みをいっしょに･･･ 

気軽にご参加ください～ 
●日 時：6月 5日（月）10:00～11:30 

             (途中の出入り自由) 

●内 容：子育て支援センター相談員に 

よる手遊びなど 

●対 象：乳幼児･未就園児とその保護者 

●定 員：10組（要予約・申込順） 

●共 催：五日市南地区民生委員児童委員 

     協議会 

●申 込：5月 1日（月）9時00分 から受付 

※検温をしてお越しください。 

～おうちギターは肩身が狭い～ 

『吉見園アコギオープンスペース』 

楽器の練習場所にお困りのあなたに、練習

場所を提供！ 

●日 時：5月 28日（日）13:00～16:00 

次回 6月 25日（日） 

●内 容：楽器の個人練習のオープンスペース 

●楽 器：ギター、ウクレレ、バンジョー 

マンドリンなど弦楽器、ジャンべ、 

カホン等（ドラム、和太鼓はごめん 

なさい） 

 ご不明な時は応相談 

●対 象：どなたでも 申し込み不要 

 
作るのも育てるのも楽しい苔玉。 
一輪のミニバラ、または、寄せ植え感覚で成長を
楽しめる山野草から選んで作ります。苔玉に飾
り付けるどんぐりと針金細工もあります。 

●日 時：6月 10日（土）13:30～15:30 

●講 師：DIY愛好家 小西 宏之 さん 

●対 象：成人 

●定 員：8人（申込順） 

●持参物：汚れてもよい服装で(エプロン可)  

●材料費：1000円(5月31日(水)までに吉見園公

民館へご持参ください) 

●申 込：5月1日（月）9時00分 から受付 

 ※申込み時に苔玉にしたい植物(山野草 

またはミニバラ)を選んでいただきます。 

公民館に見本を置いています。 

 

     

 

シニアのための『ゆうゆう広場』 

  「昔なつかし紙芝居」 
～紙芝居を通して、楽しみながら昭和を 

振り返り、広島の平和の歩みを思い出して
みませんか？～ 

●日 時:5月 17日（水）10:00～11:30 

●演 目：大型紙芝居『広島カープ昔話』、

「昭和の窓」など  

●語 り：阿部よりしげ＆紙芝居村びと  

●対 象：概ね 65歳以上の人 

●定 員：20人（申込順） 

●持参物：高齢者いきいきポイント手帳 

           （対象の方） 

●参加費：無料 

●申 込：5月1日(月)9時00分 から受付 

 



《五日市南学区社会福祉協議会》 

●まごころ弁当の日  

5 月 12 日（金） 

5 月 26 日（金） 

●吉見園運動サロン 

 日 時：5 月 17日（水） 

          13:30～15:00 

会 場：吉見園公民館 

持参物：飲み物、マスク、 

高齢者いきいき活動ポイ

ント手帳 

内 容：健康体操     

参加料：100 円/1回 

定 員：15 人 

●海老園いきいきサロン 

  日 時：5月 24日（水） 

          10:00～11:30 

会 場：海老園集会所 

※概ね 65歳以上の人なら、どなた 

でもお気軽にお越しください。 

持参物：飲み物、マスク、 

高齢者いきいき活動ポイ

ント手帳 

参加料：100 円/1回 

【問い合わせ先】 

五日市南学区社会福祉協議会 
    ☎942-4611(火曜・木曜のみ) 
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５月ロビー展 

『村上忠士 墨の世界』 

白と黒の芸術をご鑑賞ください｡ 
 
 

5 月 11日(木)～5月 29日(月) 
 
《村上忠士氏プロフィール》 

広島県水墨作家協会 理事 
および墨韻会会員、筆文化研究会
会員 
現在、吉見園公民館グループ 
「五色水墨画の会」講師 

(公財)広島市文化財団 吉見園公民館発行 
〒731-5132 広島市佐伯区吉見園１３番１号  

Tel/Fax（０８２）９２３－３８８０ 

E-mail  

yoshimien-k@cf.city.hiroshima.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・Facebookページ 

広島市吉見園公民館で検索 

『園児さんと一緒♪のおはなし会』 

～園児さんと一緒に 

   絵本の世界を楽しみませんか？～ 

●日 時：5月 26日（金）10:00～10:30 

 ●内 容：絵本の読み聞かせ 

●対 象：未就園児とその保護者 

●定 員：1組（申込順） 

●持参物：マスク、筆記用具 

●協 力：ティンカーベルの会 

吉見園保育園 

●申 込：5月 1日（月）9時00分 から受付 

新型コロナ感染拡大対策に 

ついてのマスク着用は、各自で 

ご判断下さい。 

 
  《いきいき健康教室》 

『シニア世代に大切な栄養と 

プチ健康診断』 
 
●日 時：6月 9日（金）13:30～15:00 

（受付 13:00～） 

●内 容：栄養がとれているか体組成計にて 

体の状態を把握し､元気になるため 

の食事の取り方を考えましょう。  

●講 師：ヤクルト 管理栄養士さん 

●持参物：高齢者いきいき活動ポイント手帳 

 ●問合せ･申込：広島市五日市南地域包括支援 

センター（☎924-8051） 

   ※5月 9日(火)8時 30分から受付 

《佐伯区スポーツセンター》 

佐伯区スポーツセンターまつり 
みんなでいろいろスポーツ体験しよう！ 

お楽しみイベントも盛りだくさん！ 
ぜひ、お越しください。 

●日 時 6 月 4 日（日） 
9：30～16：00 

●会 場 佐伯区スポーツセンター 

●内 容 ・スポーツ広場 

ニュースポーツ、卓球、ミニ
テニス、ソフトバレーボール
体験 

・ふれあい広場 
ふれあいステージ（バトンや
演奏発表など） 

 スタンプラリー 
ビンゴ大会 
遊びの広場 
佐伯区 SCチャレンジ など 

●参加料 無料 

【問い合わせ先】 

佐伯区スポーツセンター 

     ☎ 924-8198(火曜日休館) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yoshimien-k@cf.city.hiroshima.jp

