
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湯来南公民館だより №204 

ふ れ あ い 
2023年(令和５年)４月号 

発 行（令和５年４月１日） 
公益財団法人 広島市文化財団 湯来南公民館 
〒738-0513佐伯区湯来町大字伏谷１３番地１ 

TEL・FAX 0829-86-0607 
e-mail:yukiminami-k@cf.city.hiroshima.jp 
http://www.cf.city.hiroshima.jp/yukiminami-k/ 
開館時間：8:30～22:00            
受付時間：8:30～17:15（月・水・土・日） 
受    8:30～21:00（木・金） 

湯来南公民館に登録している学習グループです。 

ご興味のある方は、公民館にお問い合わせください。

まずはお気軽に見学からどうぞ！ 

公
民
館
で
新
し
い
こ
と 

始
め
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

 

湯来南公民館学習グループ一覧 
〇募集中 

△定員に達している 

ため欠員待ち 

 

墨画会作品展 

 

 
佐伯区民文化センターで、日本水墨

院理事の山下喜代女先生のもと、水墨
画を習い楽しんでいるグループの作品
展です。四季折々の風景、草花などを
それぞれ思うままに描いています。 

出品：山下喜代女、吉永逸樹、吉田修、 

横田富士枝、賀張則明 

講座の申し込み・問い合わせは、湯来南公民館 0829-86-0607 までお願いします。 

また、参加申し込み等の際にお寄せいただいた個人情報は、事業運営の目的以外には使用いたしません。 

ジャンル グループ名 内容 活動日 活動時間 募集

スマイル 子育てグループ 不定期土 10:00 ～ 12:00 〇

ぱぺっと 湯来南 人形劇 第１・３木 9:30 ～ 12:30 〇

産業・技術 パソコングループそよかぜ パソコンの基礎・応用 不定期月 14:00 ～ 16:00 〇

町づくり 湯来ふるさとプロジェクト 湯来町まちづくり活動 不定期 〇

紫苑の会 日本画 第２・４木 9:30 ～ 12:30 〇

陶芸同好会 南公窯 陶芸 第２・４水 10:00 ～ 12:00 〇

書道グループ 書道 第２土 13:00 ～ 15:00 〇

音楽 湯来きらら会 大正琴 第2・4金 13:00 ～ 16:00 〇

舞踊 美良会 日本舞踊 毎週木 14:00 ～ 16:00 〇

芸術・文化 おりともクラブ 折り紙 不定期土 10:00 ～ 12:00 〇

手編みグループ 手編み 毎週月 9:00 ～ 12:00 〇

リメイクグループ古布会 リメイク洋裁 第１・３月 13:00 ～ 16:00 〇

ニュートラル ピラティス 第３金 10:30 ～ 11:30 〇

そば打ち同好会 そば打ち 第３土 9:00 ～ 12:00 △

さき織り みなみ さき織り 第１木 13:30 ～ 16:30 〇

みかんの会(食育の会) 食育 月１回 不定期 13:30 ～ 15:30 〇

子育て支援

美術・工芸

家庭生活・

趣味

●日時：４月８日(土)10時～15時／湯来南公民館集合・解散 

    ※雨天の場合、９日(日)に延期します 

    ※９日も雨の場合は残念ながら中止します  

●コース：公民館から狐原山へ行き、道中や狐原山の植物についてのお話を聞

きながらその周辺を回って公民館へ戻ります。(往復約5km)  

●講師：緑花文化士 冨沢 由美子さん 

●対象：どなたでも(５kｍ歩ける方、散策をしながらゆっくり歩きます) 

●定員：15人(先着順) 

●持参物：弁当、飲み物、帽子、タオル、敷き物、雨具(晴天でも必ず) 

歩きやすい服装 

●申込：４月３日(月)までに電話か来館にて公民館へ   

●その他：前日17時の天気予報で開催を判断します 

(延期・中止の場合、ご連絡します) 

※狐原山（きつねばらやま）について 

平成17年、湯来町と広島市との合併の記念に、町有地であったこの山を整備し、約

200名の方々が苗木を植樹されました。四季の移り変わりを感じられる憩いの森を目指

して、今もボランティアの方々が手入れをされています。 

※このマップはまちづくりグループ「湯来ふるさとプロジェクト」さんのご厚意により使用さ

せていただいています。

 

きつねばらやまとその周辺 
  

 
 

～グループ会員募集～ 

ニュートラル(ピラティスグループ)より 

＊ピラティスの体験会をします 

日時：4月21日(金)10時30分～11時30分 

内容：将来寝たきりにならないための 
自分で行う整体、運動療法 
ポッコリお腹、腰痛予防‼ 

持参物：ヨガマット(バスタオル可)、 
飲み物 

参加費：1,000 円 

※直接公民館にお越しください 

４月１日（土）～３０日（日） 

 

午前中
まで 
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４月の休館日：４日(火)、11 日(火)、18 日(火)、25 日(火) 、29 日(土・祝) 

※連絡所業務は土曜日・日曜日には、取り扱いしていません  

 

●日時：４月12、19、26日(水) 10時30分～11時30分  
●内容：介護予防のための運動(イスに座っておこなう体操) 
●対象：おおむね60歳以上の方 

または介護予防に興味のある方  
●持参物：水分補給のできるもの、動きやすい服装で 
●申込：不要 

 

 

春ですね🌸公民館を花で彩りましょう！ 

７日(金)は講師による指導が受けられます。 
●日時：４月 7 日(金) ９時～10 時 30 分 
    ４月 19 日(水) ９時～10 時 
●講師：園芸研究家 石田 邦夫さん ※7日のみ  
●対象：どなたでも    
●持参物：軍手、移植ゴテ●申込：不要  

 

  

 

湯来河野閲覧室の行事 
 
【おはなし会】 

日時：4月8日(土) 11時～11時30分 
内容：絵本の読み聞かせなど 

【BOOK-KIDS】 
日時：4月27日(木) 10時～12時 
内容：絵本とのふれあい・手遊び歌など 

【マンガイラスト教室】 
日時：4月29日(土・祝) 13時～15時 
内容：漫画家によるぬり絵教室 
会場：湯来河野閲覧室 

【図書の展示】 
期間：4月1日(土)～30日(日) 
内容：＜一般書＞○歳指南本 
   ＜児童書＞たんけんにでかけよう！ 

問合：湯来河野閲覧室  0829-40-4005 

 

みんなで一緒に健康づくり、仲間づくりをおこないましょう！ 

初めての方も、すでに取り組んでいる方も大歓迎です。 

乳幼児家庭の遊びと交流の場です。ぜひ遊びに来てください。

広い和室でのびのび楽しく過ごしましょう。 

●日時：4 月 20 日(木) 10 時～12 時(出入り自由) 
●内容：乳幼児家庭の交流・自由遊び 
●対象：乳幼児と保護者 
●申込：不要です。会場に直接お越しください。 

湯来体育館の事業 
【キッズフェスタ 2023(こどもの日)】 

★車いすバスケットボール体験会 
日時：5 月 5 日(金・祝) 

10 時 30 分～12 時 
会場：湯来体育館 中体育室 
対象：小学生以上 定員：40 人   
参加料：無料(体験会のみ大人も無料) 
申込：4 月 15 日(土)10 時から 

電話または直接窓口にて（先着順） 

【スポーツスクール参加者募集！】 

申込期間：4 月 15 日(土)～26 日(水)必着 
 
 
 
 

問合：湯来体育館  0829-40-5100 

 

子育て支援 すぎっ子クラブ 

日時：①４月12日(水) 10時～11時30分 

②４月26日(水) 10時～11時30分 
内容：①こいのぼり作り②お庭で遊ぼう  
会場：杉並台幼稚園 対象：未就園児親子 

問合：杉並台幼稚園 0829-86－0286 

 

湯来体育館の事業 
【チャレンジキッズ①】 

走り方を楽しく学んで 
かけっこを好きになろう！ 

日時：5 月 14 日(土)10 時 30 分～12 時 
会場：湯来体育館 中体育室 
対象：小学生 定員：32 人   
参加料：500 円 
申込：4 月 15 日(金)10 時から 

電話または直接窓口にて（先着
順） 

問合：湯来体育館  0829-40-5100 

 

申込：往復はがき(1人1枚)に、「種目」「コース」
「住所」「名前（ふりがな）」「年齢」「性
別」「電話番号」を記入し、締切日（必
着）までに郵送。◆定員を超える場合は
抽選。定員未満は中止の場合あり。◆市
内に在住か通学・通勤の人で、スポーツ活
動を行なえる人。ただし、欠員がある場合
は広島市外の人でも可。 

お世話になりました 
主事 新見 文恵(祇園西公民館へ) 

専門員 山本 紀子(湯来西公民館へ) 

よろしくお願いします 

主事 杉元 智子(皆賀公民館より) 

専門員 大野 典子(戸山公民館より) 
 

引き続きお願いします 

館長 冨永 真也 

専門員 藤川 由紀子 

臨時職員 藤井 玲子 

図書ボランティア活動 

 

 

 

 

今年度は活性化プランに基づき、地域住民や事業者等が

連携して、エリアを超えた主体的な取組を推進します。また、

将来的に持続可能で自走する取組とするため、実施体制の

構築や行政との連携のあり方を探っていきます。具体的に

は、実行組織を立ち上げるなどして、プランに掲げる取組内

容をモデル事業として実施することや、SNSの活用等により両

地域の魅力の発信を図ることで、両地域の活性化や交流拡

大を試行します。 

お問合せ先 

広島市 地域活性推進課 082-504-2837 

 

sugusoco戸山・湯来だより  

～市内中心部から「すぐそこ」にある戸山・湯来～ 
́ 

戸山地域・湯来地域 
 活性化推進協議会からのお知らせ 

 

 

定員 参加料種目 コース・対象 期間・教程数 時間

５/１５.２２.２９

６/５.１２

毎週月曜　全５回

１１：００～１２：００ ３０人 2,000円ウエーブストレッチ教室
初級モーニング(1)

１８歳以上

湯来の地域情報   

詳しい開催状況は各施設へお問い合わせください 

 
エクセルやワードなど、初歩的な問題に対応しています。 

●日時：５月 10 日(水) 13 時 30 分～15 時 30 分 
●対象：どなたでも ●定員：５人(先着順) 
●持参物：パソコンまたは USB メモリー 
●参加費：無料●申込：５月 8 日(月)17 時までに 

電話か来館にて公民館へ 

パソコン相談室  
 

公民館図書室の本の整理などのボランティア活動です。 

●日時：４月 24 日(月) 10 時～11 時 
●対象：どなたでも    
●申込：前日までに電話か来館にて公民館へ  

 

  

 

～職員異動のお知らせ～ ◆   は、高齢者いきいき活動ポイ

ント対象事業のマークです。手帳を

お持ちの方はご持参ください。 

◆会場の記載がない講座は、湯来南
公民館で開催します。 

◆申し込み開始日の記載がない講座

は、公民館だより発行日より受け付

けます。 

◆公民館ご利用の際は、引き続き感染

対策にご協力ください。 

 

 

～くつろぎカフェ～ぷらす 

公民館主催事業・・・今年度も開催します！どうぞお気軽にご参加ください  好例 

 百歳体操

 

 

今年度は 6 月からスタートします 
●内容：お役立ちミニ講座 
    介護、健康、福祉に関する相談に専門職が対応します 
    みんなでゆったりおしゃべり (出入り自由) 
●対象：家族を介護している方や介護について知りたい方、 

元気になりたい方、地域の力になりたい方…どなたでも大歓迎 
●申込：不要 ●協力：広島市湯来・砂谷地域包括支援センター 

 
        

 

原則 

原則 

原則 

原則 


