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五月が丘の
人口・世帯
(2010年12月末

現在と前月比)

世帯 ２，８６６世帯（－３世帯）

人口 ７，０５６人 （－１１人）

男 ３，３９１人 （－９人）

女 ３，６６５人 （－２人）

■個人情報の取扱について

講座・教室の申込時にいただいた個人情報は、

事業運営目的以外には使用しません。

2・3 月の

休 館 日

２月：１日(火)、８日(火)、１１日(祝)、１５日(火)、２２日（火）

３月：１日(火)、８日(火)、１５日(火)、２１日（祝）、２２日（火）、２９日（火）

五月が丘公民館（℡082-941-2121）のご案内
■開館時間 午前８時半～午後１０時
■各種受付 午前８時半～午後５時（講座申込み、問合せ、部屋の予約・申請、印刷機の利用の利用は

この時間内でお願いします。ただし、水・金曜日は午後９時頃までにお願いします。）
■駐 車 場 １４台（うち１台は身体障害者用）

この公民館だよりは、中国新聞五月が丘販売所、朝日新聞五月が丘センター、読売新聞五日市北部直売所の
ご厚意により新聞折り込みをしていただき、お届けしています。

五月が丘公民館 ロビー展示
●展示内容 いろいろなものを使った造形絵画

児童の造形絵画教室アートなほうかご

●展示期間 ２月１０日（木）～３月９日（水）

●日 時 ２月 ７日（月）午前９時～正午

２月１９日（土）午後１時半～４時半

●場 所 五月が丘公民館

※いつもお使いの自分のパソコンをお持

ちいただいてもかまいません。

●申 込 五月が丘公民館（TEL941-2121）へ

携帯電話はとても便利なものですが、「ネットいじめ、怪しいサイトへの接続、架空請求詐欺、加

害者・被害者になる危険」など、子どもたちにとっては安全とはいえない道具になりうる可能性もあ

ります。子どもたちがどのように使っているのか「実態を知るチャンス」です。是非、ご参加いただ

き、ご家族で話し合うきっかけとしてください。

●日 時 ２月２０日（日）午前１０時～正午

●場 所 五月が丘公民館

●内 容 実際に様々なインターネットのサイトにアクセス

した画面などを見ながらの講義

●参加費 無料

●講 師 広島市電子メディア協議会 電子メディアインストラクター

●共 催 五月が丘中学校ＰＴＡ

●申 込 五月が丘公民館（TEL941-2121）へ

プロスタイリストから学ぶ春の装い
対 象（定員）

成人・関心のある人（２５人）

スタイリストのアドバイスを受けて、春からもっと自分を輝かせてみませんか。

●日 時 ①２月２４日（木）午前１０時～正午

②３月１７日（木）午前１０時～正午

●場 所 五月が丘公民館

●内 容 ①春に向けて、肌のお手入れとメイクアップ

②手持ちの服で上手に着こなすコツとスカーフの使い方

●参加費 １，２００円（２回分）

※参加費は、１回目の２月２４日に集めます。

●講 師 スタイリスト 藤尾 陽都美さん

●申 込 五月が丘公民館（TEL941-2121）へ

ＰＣ（パソコン）

サポートルーム

対 象

どなたでも(パソコン初心者)

KID’S サークルあそび塾
Part9 ＆ Final

対 象(定員)

いずれも小学３～６年生（１６人）

★Part9 テーマ ロマンティックな人形作り

●日 時 ２月２０日（日）午後１時半～３時半

●場 所 五月が丘公民館

●内 容 オリジナル人形（２体）作り

●参加費 ３５０円（当日集めます）

●講 師 五月が丘公民館学習利用団体

「ロマンドール」のみなさん

●準備物 手ふき（タオル地のもの）、汚れても

よい服装でご参加ください。

●申 込 ２月９日（水）までに

五月が丘公民館（TEL941-2121）へ

★Final テーマ 手作りお菓子教室

●日 時 ２月２６日（土）

午前１０時～午後１時

●場 所 五月が丘公民館

●内 容 オリジナルトッピングデザート風

ピザ作り

●参加費 ３５０円（当日集めます）

●講 師 五月が丘公民館学習利用団体

「コッペの会」のみなさん

●準備物 エプロン、三角巾、ふきん

●申 込 ２月１２日（土）までに

五月が丘公民館（TEL941-2121）へ

今までに撮りためている子どもや家族の写
真、旅行や普段の生活の中でのスナップ写真
を使って、世界で一冊の本を作ってみません
か。
●日 時 ２月２３日（水）

午前１０時～正午
●場 所 五月が丘公民館
●内 容 写真で作る簡単絵本
●講 師 絵本作家 兵藤 英子さん
●準備物 子どもや家族の写真を８枚程度、

はさみ
●協 力 石内・五月が丘地区民生委員児童

委員協議会、五月が丘母親クラブ、
五月が丘児童館

●申 込 五月が丘公民館（TEL941-2121）

知っていますか？
子どもたちが使っている携帯電話

対 象（定員）

１９歳以上の関心のある人（４０人）

子育てオープンスペース

“と こ と こ”

対 象（定員）

乳幼児とその保護者(20 組)



●地域からのお知らせ

●五月が丘公民館学習団体からのお知らせ

■さつきウオーキング ２月の予定

朝のウオーキング

毎週

月・火・金

月：市立大学一周 火：ビッグアーチ

金：臼山神社

※集合場所 五月が丘クリニック前

※出発 午前９時

木曜日登山コース

実施日 行き先

３日 西が城跡 ビッグアーチ裏（安佐南区）

１０日 天狗岩（安芸区）

１７日 牛田山縦走（東区）

２４日 行者山（大竹市玖波町）

●問合せ 佐村河内（さむらごうち）（TEL941-2924）

●その他施設からのお知らせ

■五月が丘駐在所(TEL941-2488)

１．車庫前・玄関前等の鉄板盗難が多発

車庫前・玄関前等の鉄板を車両に積む人を

見かけたときは、１１０番通報

２．積雪・凍結期の交通事故防止
①スピードを抑える

②急発進・急ブレーキ・急ハンドル運転を

しない

③冬用タイヤの効果を過信しない

④気象状況に応じた運転を心がける

■五月が丘保育園(TEL941-0760)

わかばパパ応援教室
●日 時 ２月１２日（土）

午前１０時～正午

●場 所 五月が丘保育園

●対 象 初妊婦とその夫

伝統芸能を楽しもう
●日 時 ２月１７日（土）

午前１０時～１１時

●場 所 五月が丘保育園

●対 象 地域の未就園児親子

■五月が丘幼稚園(TEL941-2960)

ばらぐみ（年中）さんと遊ぼう
●日 時 ２月２３日（水）

午前１０時４５分～正午

●場 所 五月が丘幼稚園

●対 象 地域の未就園児（２歳以上）親子

※２月４日（金）午後３時から電話で受付

■えほんの会「ぐりとぐら」
２月の読み語り

●日 時 ２月１９日（土）

午前１１時～１１時半

●場 所 五月が丘公民館

●対 象 幼児とその保護者

●参加費 無料

オススメ絵本紹介
絵本「ゆき」

ユリ・シュルヴィッツ

さくまゆみこ／訳

■公益信託広島市まちづくり活動支
援基金「Ｈ㎡（ふむふむ）」
第９回助成事業の団体募集

●対 象 市内在住の人が過半数を占める団体が、４

月から翌年３月に実施する活動

●助成分野／助成額

①団体育成部門／5 万円以内

②まちづくり活動発展助成部門／50 万円以内

③まちづくり施設整備助成分野／250 万円以内

●応募説明会

日 時 ２月７日（月）午後６時半～７時半

場 所 まちづくり市民交流プラザ（中区袋町）

●申込方法 所定の申請書を、２月２８日（月）

午後５時までに（当日必着）下記事務

局へ。※土・日・祝日を除く平日の午

前８時半から午後５時までに同局へ持

参または郵送してください。

●問合先 (財)広島市ひと・まちネットワーク事

務局（TEL541-5335／FAX541-5611）

■五月が丘地区社会福祉協議会
ふれあい会食＆五月サロン
ボランティアグループ「きずなの会」様から、た

くさんのお餅をいただきました。鍋を囲んで和気あ

いあいと交流会をしませんか。

●日 時 ２月２８日（月）

午前１１時半～午後２時

●場 所 五月が丘五丁目集会所

●対 象 おおむね６５歳以上で一人

暮らしの人、中途障がい者の人

●参加費 ３００円（当日お持ちください）

●申 込 ２月２１日（月）までに五月

が丘公民館（TEL941-2121）へ

■第１５回「五月が丘ウオークラリー＆
とんどまつり」報告
去る１月９日、平成２３年の幕開けを飾る行事とし

て、多くの市民の参加のもと盛大に開催しました。

【ウオークラリー優勝チーム】

Ａコース：大下夏実さん、加藤優菜さん、城山あい子さん

Ｂコース：野村勘太さん、野村悠太さん、野村浩子さん

■佐伯区スポーツセンター
寒いこの時期！寒さに負けず、運動しましょう！

～初めてのトレーニング！～

●日 時 ２月１０日（木）午後２時～３時

２月２５日（金）午後７時半～

８時半

●場 所 佐伯区スポーツセンター

●対 象 １８歳以上の人（トレーニング初

心者）

●定 員 各回６人（先着順）

●内 容 トレーニングの流れ・マシンの使

い方、効果的なトレーニング方法

など

●参加費 ５００円

●問合せ 佐伯区スポーツセンター

（TEL924-8198）

●日 時 ３月６日（日）午前１０時～午後１時

●場 所 五月が丘公民館

●内 容 酒の肴にちょっと一品、和風ドレッシングで魚を楽しむ、

若鶏のオレンジ煮、家族が喜ぶカスタードプディング等

●参加費 １，０００円

●講 師 料理研究家 吉田 潤子さん

●申 込 五月が丘公民館（TEL941-2121）へ

■確定申告は e-Tax・郵送・窓口で
平成２２年分の確定申告・納期限

●所得税・贈与税 ３月１５日（火）

●消費税・地方消費税 ３月３１日（木）

納税は便利な口座振替をご利用ください

※詳しい情報は国税庁ホームページへ

（検索ワード：国税庁）

※税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意く

ださい

●日 時 ２月１６日（水）午前１０時～午後零時半

●場 所 五月が丘公民館

●内 容 「簡単」で「美味しい」カラダによい料理実習（ちまき、山形名物芋煮などを作ります）

●参加費 ３００円／人

●講 師 管理栄養士 野上 和美さん

●問合せ 五月が丘・美鈴が丘地域包括支援センター（TEL941-1080）へ

●申 込 五月が丘公民館（TEL941-2121）へ

●受付期間 １月２６日（水）～２月９日（水）

●共 催 五月が丘地区社会福祉協議会、五月が丘地区公衆衛生推進協議会、五月が丘地区連合町内会、

石内・五月が丘地区民生委員児童委員協議会、五月が丘・美鈴が丘地域包括支援センター

対 象（定員）

成人男性（２０人）

料理の楽しさを存分に味わってみませんか

男 の 料 理 教 室

対 象（定員）

おおむね 65 歳以上の人(２０人)
実践!!カラダにえいよー実習


