
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月の休館日 

1 日・8日・11 日・ 

15 日・22日 

開館時間 

8 : 30 ～ 22 : 00 

❏発行❏ 

(財)広島市ひと・まちネットワーク 

広島市藤の木公民館 

〒731-5103 

広島市佐伯区藤の木二丁目 27-7 

Tel & Fax  927-2496 

●日 時● 2月 12 日（土）10 : 00～13 : 00 

●会 場● 藤の木公民館 

●内 容● 「ハート型のチョコレートケーキと 

ホットサンドづくり」 

●講 師● 料理研究家 吉田 潤子 さん 

●対 象● 小学生 

●定 員● 24名 

●材料費● 500円 

●持参物● エプロン・タオル・三角巾 

●申込み● 2月5 日（土）8 : 30 より 

藤の木公民館まで 

チョコレートケーキをつくってラッピングします。プレゼントにどうぞ♪ 

●日 時● 2月6 日（日） 9 : 00～12 : 00 及び 

13 : 30～16 : 30 

●会 場● 藤の木公民館 

※申込は不要です。直接おいでください。 

個人で自由にパソコンに触れながら、基本的操作について勉強することができます。 
講師はいませんが IT ボランティアからアドバイスを受けることができます。 

●日 時● 2月 14 日（月）10 : 00～12 : 00 

●会 場● 藤の木公民館 

●内 容● 「牛乳パックでベンチづくり」 

●対 象● 乳幼児とその保護者 

●材料費● 50円 

牛乳パックで子ども用のイスやテーブルを作ります。作ったものは持ち帰ることができます。 
●持参物● ・飲み物・牛乳パック（あれば） 

      ・1m くらいの布 

（イスのカバー用です。衣類の再利用 OK！） 

      ・裁縫道具（針・糸など） 

※申込みは不要です。直接おいでください。 

●日 時● 3月6日（日）10 : 00～12 : 00 

      時間内出入り自由です。 

●会 場● 河内公民館（佐伯区五日市町大字上河内537） 

●内 容● ・0円のお店やさん（子ども服・おもちゃなどの無料リサイクル） 

      ・わくわくメイド（手作りコーナー） 

 ・なごみカフェ（コーヒーを飲みながら情報収集） 

・遊びコーナー（自由に遊べますよ） 

・ふれあいタイム（リトミック・おはなし会） 

●企画運営● サラダボウル（いろんな個性がおいしいサラダになるように集まったスタッフです。） 

家庭にあるもので、「子育て応援広場（^o^）にこにこパーク」へ無料で提供していただけるものはあり

ませんか？ 
●募集するもの● 

 ★０～6歳までの 

  ・子ども服（洗濯済みのもの）・絵本、育児本（雑誌のぞく）・おもちゃ（ぬいぐるみ以外） 

 ★マタニティ用品 ★ベビー用品 

★ペットボトル（500ml以下） ★余り布 

●募 集 締 切● 2月28日（月） 

●連 絡 先● 藤の木公民館まで 

楽しくふれあう広場です。 

ご協力をお願いします 

なんだかたのしそう♪ 

子どもといっしょに 

遊ぶぞ～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月の予定 
3日（木）節分のつどい 
8日（火）9日（水）ドッジボール大会 
16日（水）～18日（金）ひな人形づくり 
21日（月）おはなし会 
23日（水）24日（木）オセロでゲット プラバン工作 
1日（火）～25日（金）チャレンジなわとび 
※13日（日）こどもフェスティバル（佐伯区民文化センター） 
 

休館日 6日（日）・11日（金）・20日（日） 
問い合わせ 藤の木児童館 ℡ 927 – 6287 

●講 師● 音楽愛好家 菊波 勇 さん 

●対 象● 概ね 65 歳以上の方 

※申込みは不要です。直接おいでください。 

●日 時● 2月 19 日（土）13 : 30～15 : 00 

●会 場● 藤の木公民館 

●内 容● 「懐かしのメロディーを蓄音機で聴く」 

蓄音機の音を楽しみませんか。 

●対 象● 関心のある方 

●定 員● 40名 

●申込み● 藤の木公民館まで 

●主 催● 藤の木学区社会福祉協議会 

佐伯区厚生部健康長寿課 

      広島グリーンヒル病院在宅介護支援センター 

      藤の木公民館 

●日 時● 2月3 日（木）13 : 30～15 : 30 

●会 場● 藤の木公民館 

●内 容● 「認知症の世界を知ろう」 

      「寸劇 まいごになった藤子さん」 

      「認知症の家族とともに暮らして（介護体験談）」 

●講 師● 佐伯区厚生部健康長寿課保健師 

      広島グリーンヒル病院在宅介護支援センター職員 

      佐伯区痴呆性老人を支える家族の会 会員 

認知症について、みんなで考えてみませんか。いつまでも住み慣れた家で暮らすために。 
※「認知症」とは「痴呆症」にかわる新呼称です。 

自分たちでつくった焼きたてのおいしいパンが食

べられます。 

◇活動日時◇ 毎月第 2木曜日 9 : 30～12 : 30 

８月はお休みです。 

◇会  費◇ 1,300円 / 月（材料費込み） 

◇問 い 合 わ せ◇ 藤の木公民館まで 

1年生になったら、らくがキッズ！！自由な発想を

大切にして絵画・造形を楽しみます。創造性の芽に水

やりをしましょう。 

 新 1年生の見学もお待ちしています。 

◇活動日時◇ 毎月第 4土曜日 10 : 00～12 : 00 

◇対  象◇ 小学生 

◇会  費◇ 1,300円 / 月 

◇問 い 合 わ せ◇ 藤の木公民館まで 

楽しかった思い出をもう一度。かわいい三人

官女が「ひなまつり」を踊ります。 

心豊かにおくつろぎください。 

 

日時 2月 27日（日）10 : 30～15 : 30 

会場 藤の木公民館 

 

・歌 民踊 ピアノ演奏 

・ビデオ上映 

・喫茶 

      おむすび100円 ぜんざい 150円 

      コーヒー100 円 ジュース 50 円 
 

主催 藤の木学区女性会 

２月 ストーブによる火災防止 

 
ストーブの周りに燃えやすいものを 

置かないようにしよう！ 

 

 

 

「火は消した？ いつも心に きいてみて」 

佐伯消防署八幡出張所 ℡ 928 - 0239 

～三世代交流のつどい・子ども会文化祭～ 

♪日時 2月 13日（日）9 : 30～15 : 30 

♪会場 佐伯区民文化センター 

♪内容 ・オープニングセレモニー 

 ・青少年健全育成事業発表 

・青少年健全育成連絡協議会活動パネル展 

・子ども会ステージ発表 

・子ども会作品展 

・地域活動連絡協議会（母親クラブ） 

あそびのコーナー 

♪主催 佐伯区青少年健全育成連絡協議会 

佐伯区子ども会連合会 

佐伯区地域活動連絡協議会 

佐伯区役所 


