
『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：4月 15日（土）9:00～12:00 

 次回 5月 13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 

●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)４月１日 №571 
 

【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) 】 

４月の休館日 4日（火）・11日（火)・18日（火）・25日（火)・29日（祝）     

 
主 催 事 業 の ご 案 内 

 

月号 

(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 

４月のロビー展 

オッタリカイタリ作品展  

折り紙と書道のユニットによる作品   

４月 ５日(水)～４月 26 日(水) 

～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：4月 16日（日）13:00～16:00 

●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 

 

●日 時：4月 23日（日）10:00～12:00 

●内 容：サラダクレープ､ 

お花の卵とハム 

ねぎの肉巻き など 

 

●講 師：フードコンサルタント 上田 直美さん    

●対 象：5歳以上のお子さんと保護者 

●定 員：8組(1組 3人まで)（申込順） 

●材料費：1人 500円(申し込み後4月19日(水) 

までに公民館持参) 

●持参物：エプロン､三角巾､手拭きタオル､ 

飲み物､エコバッグ､マスク 

●申 込：4月1日（土）9時から受付 

     

※卵、小麦粉、牛乳、 

ツナ、ハムのアレルギー 

のある方はご注意ください。 

 

大人も子どもも プラモデルは楽しい 

『吉見園プラモデルクラブ』  

プラモデル好きのフリー製作スペース 

簡易塗装ブース、ガンダムマーカーエアブラ

シシステム、タミヤスプレーワークあり。 

●日 時：4月 15日（土）13:00～16:00 

毎月第３土曜日 次回 5月 20日（土） 

●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､塗料､シンナー､ 

クリーナーなどは持参 

 

～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～ 

『子育てオープンスペース 
    “きらきら”』 

 ※４月の“きらきら”はお休みです。 

●日 時：5月 1日（月）10:00～11:30 

●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：4月 1日（土）9時から受付  

 

 

 

～園児さんと一緒に 

   絵本の世界を楽しみませんか？～ 

『園児さんと一緒♪のおはなし会』 

●日 時：4月 28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：4月 1日（土）9時から受付 

☆4月 1日付人事異動☆ 

【転入】館 長 高木一成  安芸区役所 

    専門員 山﨑孝通  美隅公民館 

【転出】館 長 内山一紀  口田公民館 

    専門員 柴﨑達也  瀬野公民館 

 

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。 



 
各国首脳等の移動により、長時間の交通
規制が生じ、高速道路・広島市内などに、
著しい渋滞が予想されます。 
マイカー利用の自粛、公共交通機関の利
用など、宜しくお願いいたします。 

5月 19日(金)～21日(日) 
令和 
５年 

G 7 広 島 サ ミ ッ ト 

マイカー利用自粛・公共交通機関の利用 
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№ グループ・団体名 活 動 内 容 活動日 活動時間 

１ 子ども体操教室 体操（年少～年長） 毎週（木） 16:30～17:30 

２ ふれあい習字教室 書道(小・中学生) 毎週（金） 16:00～19:00 

３ Kids Dance Being ダンス(幼児･小学生) 1・2・3・4（金） 17:00～19:00 

４ 華衣(はなごろも)千の会 着物の着付け 1（日）・2・4 (水)   9:30～12:30 

５ 男の料理教室 料理 １（日）  9:00～14:00 

６ トラットリア MINAMI 料理 ２（月）  9:00～13:00 

７ トリコロール パンづくり １（木）  9:00～14:00 

8 習字グループ 習字 ２・４（木）  10:00～11:00 

9 ペン習字グループ ペン習字 １・３（木） 9:30～11:30 

10 書道クラブ 書道 ２（日）  9:00～13:00 

11 五色水墨画の会 水墨画 ４（金） 13:00～15:00 

12 吉見園園芸同好会 園芸 不定期 13:00～15:00 

13 藤垂園沖花育会 園芸 ４（日）  8:00～10:00 

14 生花同好会 生花 ２・４（水） 16:00～18:00 

15 沙羅会 (さらのかい) 古典文学の学習 ３・４（木） 13:00～16:00 

16 カモメ会 野鳥観察 ３（木） 10:00～12:00 

17 女声合唱 松ぼっくり 女声合唱 ２・３・４（水） 19:00～21:00 

18 ハーモニーステラ 女声合唱 ２・４（木） 12:30～15:30 

19 はなみずきコーラス 女声合唱 ２（土）・３（金） 14:00～16:00 

20 Wednesday Chorus 合唱 ３（水） 13:30～15:30 

21 ﾏﾝﾄﾞﾘﾝｱﾝｻﾝﾌﾞﾙちぇりーず！  マンドリン演奏 不定期 13:00～18:00 

22 La banda de gran Rio マンドリン演奏 不定期 ― 

23 日本舞踊 柳の会 日本舞踊 1・2・3・4（木） 13:00～16:00 

24 リフレッシュエクササイズ 体操 毎週（月） 13:00～15:00 

25 早朝ヨーガ ヨガ 1・２・４（木）  8:45～10:45 

26 元気！太極拳 太極拳 毎週（土）  9:30～11:30 

27 ゆうゆう会 グラウンドゴルフ １・３（土）  9:00～12:00 

28 楽遊会 (らくゆうかい) 卓球 1・２(土)・３・４（日） 19:30～21:30 

◎グループ・団体の入会、活動見学などは、吉見園公民館にお問い合わせ下さい。 
《五日市南学区社会福祉協議会》 

●まごころ弁当の日  

4月 14日（金） 

4月 28日（金） 

●吉見園運動サロン 

 日 時：4月 19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：4月 26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) 

 

☆公民館グループ☆  
～ 一日体験会 ～ 

【リフレッシュエクササイズ】 
あなたの健康タイムをぜひご一緒に！ 

初心者の方でも無理なく体力アップ！ 

肩こり・腰痛予防にストレス解消、そして

体力向上等を目的とした健康体操です。 

●日 時：4月 24日（月）13:20～14:50 

●内 容：健康体操  

●対 象：どなたでも  

●参加費：無料 

●定 員：6人（申込順） 

●持参物：運動靴､飲み物 

※動きやすい服装でお越しください 

【申込・問い合わせ先】 

    たむら ☎ 082-205-1991 

 

 【子ども体操教室】 
跳び箱･鉄棒･平均台･マットを中心に基礎体

力をしっかりと身につけて、楽しく体力向上

を目指しています。 

●日 時：4月 27日（木）16:30～17:30 

●内 容：体操  

●対 象：年少～年長  

●参加費：無料 

●定 員：6人（申込順） 

●持参物：飲み物､タオル 

※動きやすい服装でお越しください 

※お子様の送迎をお願いします。 

【申込・問い合わせ先】 

    てらもと ☎ 080-3102-9213 

 


