
２０１０年（平成２２年）５月号 ＜発行日＞ 2010 年 4 月 25 日

【発行】（財）広島市ひと・まちネットワーク 五月が丘公民館

〒731-5101 広島市佐伯区五月が丘五丁目３番３３号 TEL082-941-2121 FAX082-941-2122 ＵＲＬ：http://www.hitomachi.city.hiroshima.jp/satsukigaoka-k/

五月が丘の
人口・世帯
(2010 年 3月末

現在と前月比)

世帯 ２，８６２世帯（＋３世帯）

人口 ７，０７７人 （＋６人）

男 ３，３８７人 （＋１人）

女 ３，６９０人 （＋５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。

５･６月の

休 館 日

５月：３日(月)、４日(火)、５日(水)、６日(木)、１１日(火)、１８日(火)、２５(火)

６月：１日(火)、８日(火)、１５日(火)、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）

１本の苗からお米ができるまでには、たくさんの作業が必要です。この作業の一部である稲の

苗植から収穫までを、バケツを使った小さな「バケツたんぼ」で、

お米作りにチャレンジしてみませんか。

●日 時 ６月５日（土）午前９時半～午後０時半

●場 所 五月が丘公民館

●内 容 「バケツたんぼ」作りと田植え体験、炊き込みご飯作り

●参加費 ３００円（当日、持ってきてください。）

●準備物 ２０ℓサイズのバケツ等の容器、スコップ、エプロン、ふきん

※５月７日（金）から受付開始します。

※１１月６日（土）午前９時半から自分で育てた稲の脱穀、もみ摺り、精米体験などを行う

予定です。

ＩＣＴボランティアの方々が、パソコンを活用するうえでわからないこと、操作で困って

いることなど、様々な「？」について相談に応じてくださいます。申し込みは不要です。気

軽にご参加ください。

●日 時 ５月１５日（土）午後１時半～４時半

５月３１日（月）午前９時～正午

●場 所 五月が丘公民館

●参加費 無料

※公民館でパソコンを用意していますが、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。

※サポートルーム実施時間中、その日の状況によっては、十分な対応ができかねる場合がある

ことをあらかじめご了承ください。

親子が自由に集い、子どもと一緒に遊びながら、互いにふれあい交流する場です。

子育て情報の提供や相談にも応じます。気軽にご参加ください。

●日 時 ５月１９日（水）午前１０時～１１時半

●場 所 五月が丘児童館（五月が丘小学校敷地内）

●内 容 新聞紙で遊ぼう

●参加費 無料

●準備物 新聞紙２日分、飲み物

●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

子育てオープンスペース

“と こ と こ”
対 象

乳幼児とその保護者

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）

成人の１日あたりのカルシウム所要量は６００ｍｇと言われており、これは牛乳６００ｍｌ

に相当します。この講座で、おいしく上手にカルシウムを摂取する方法を学んでみませんか。

●日 時 ５月２６日（水）午前１０時～午後１時

●場 所 五月が丘公民館

●内 容 和食レシピ（チーズ in 高野豆腐のミルク煮、雑穀ご飯等）

●参加費 ５００円（５月２３日（日）までに持ってきてください。）

●準備物 エプロン、ふきん

※５月７日（金）から受付開始します。

▼企業・団体との連携事業

牛乳・乳製品料理教室
対 象（定 員）

成人（２０人）※先着順

ＫＩＤＳサークルあそび場 Ｐａｒｔ１

「バケツで稲づくり」
対 象（定 員）

小学校３年～６年生（１５人）※先着順

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。



内 容 団 体 名 活動曜日 時 間 会費(月)※単位円 備 考※単位円

1 親子読書 えほんの会「ぐりとぐら」 ３ 土 10:00～12:30 なし

2 料理 キッチンサークル ４ 水 10:00～13:00 な し 材料費 500 程度/月

3 料理 コッペの会 ３ 金 9:30～13:30 1,000 材料費 500/月

4 パン・料理・小物 クロワッサン ２ 水 9:30～13:30 なし 材料費 1,000/月

5 男の料理 父親料理教室 ２ 日 10:00～13:00 1,000 材料費は会費に含む

6 編み物 毛糸だま １・２・３ 木 10:00～12:00 3,000

7 囲碁 五月が丘囲碁クラブ １・２・３ 土 13:30～16:30 1,000 教材費は会費に含む

8 さつきの研究 五日市さつき同好会 ２ 日 9:30～12:30 1,170 入会金 1,500

9 山野草の研究 山野草同好会 ４ 日 9:30～12:30 1,000

10 ハングル語 アンニョンハシムニカ １・３ 木 19:30～21:30 1,500

11 書道 淡墨会 ２・４ 水 9:30～12:30 2,200

12 書道 もみじ会 １・３ 水 10:00～12:00 2,000

13 書道 紅葉会 １・２ 土 15:30～16:30 3,000 教材費は会費に含む

14 紙粘土人形作り ロマンドール １・２・３ 月 9:00～12:00 2,500 材料費実費

15 陶芸 やきものクラブ １ 金・土 12:30～15:00 2,000 材料費 1,000/月

16 絵手紙 五月が丘絵手紙サークル ２・４ 土 10:00～12:00 300

17 押し花 つくしの会 ４ 水 9:30～12:30 1,000 材料費 2,000/月

18 水墨画 水墨五月会 １・２・３ 木 13:00～16:00 1,500

19 茶道 松風会 １ 土 8:30～12:30 500

20 手話 五月が丘手話サークル「ふくろう」 １・３ 水 19:30～21:30 500

21 俳句 さつき句会 ４ 月 9:30～12:30 1,000

22 合唱 メイ・コール １・２・４ 金 19:00～21:00 2,500

23 民謡 民謡・二喜会Ⅱ ２・４ 木 13:30～15:30 2,000 教材費 500/月

24 カラオケ カナリヤ会 １・２・３ 月 13:00～16:00 1,500

25 カラオケ レインボー １・２・３ 水 19:30～21:30 1,500

26 カラオケ さつきウグイス会 １・３ 日 9:00～12:30 1,300 入会金 1,500

27 カラオケ ハッピーカラオケ教室 １・３ 月 19:00～22:00 2,000 教材費 500/月

28 大正琴 大正琴五月が丘グループ １・３ 土 9:00～12:00 3,000 本代(300/月)

29 社交ダンス コスモス会 ２・３・４木 19:30～21:30 2,000

30 民踊 民踊さつき会 １・２・３ 金 13:30～16:30 2,500

31 舞踊 かなめ会 １・２・３ 土 17:00～19:00 2,000

32 詩吟 吟詠会Ⅰ １・２・３ 木 13:30～15:30 1,500 教材費 900/年

33 詩吟 吟詠会Ⅱ １・２・３ 金 19:00～22:00 3,000

34 卓球 五月ピンポン ２・３・４ 土 9:30～12:30 4,000/年

35 卓球 五月ハッピーズ １・２・３・４ 木 9:45～12:45 700

36 卓球 健康卓球 １・２・３ 土 13:30～16:30 2,000/年

37 幼児体操 ガンバロウズ「こあら」 １・２・３ 月 10:00～12:00 650/回 未就園児

38 幼児体操 ガンバロウズ「りす」 １・２・３ 月 14:30～16:00 650/回 年少児

39 幼児体操 ガンバロウズ「ぱんだ」 １・２・３ 月 16:00～17:00 600/回 年中児

40 幼児体操 ガンバロウズ「ぞう」 １・２・３ 月 17:00～18:30 600/回 年長児

41 ウォーキング さつきウォーキング ２ 月 13:30～14:30 700/年

42 企画ボランティア活動 歩笑夢 ２ 月 13:30～15:30 100

43 パソコン フィンガークラブ １・３・４ 金 9:30～12:30 2,000

44 パソコン パソコンクラブ「あすなろ」 ２・４ 金 9:30～12:30 2,300 入会金 500

45 着付・礼儀・作法 大和なでしこ会 ３ 金 10:00～12:00 1,000

46 そば打ち 五月そば打ち同好会 ３ 土 9:30～13:00 1,000(入会時) 材料費 1,000/回

47 健康づくり 座ソーラン １・３ 金 13:30～14:30 100

48 健康づくり 広島中央保健生活協同組合五月が丘支部 ４ 月 13:30～15:30 0

49 太極拳 五月が丘太極拳グループ「悠遊会」 ２・３・４ 金 10:00～12:00 1,000

50 太極拳 五月が丘太極拳グループ「悠遊会」パート２ １・３ 水 10:00～12:00 1,000

51 写真 五月写友会 １ 金 19:00～21:00 6,000/年

52 日本画（俳画） 俳画グループ「華」 ４ 土 12:30～15:30 1,000

53 子ども絵画 アートなほうかご ２・４ 水 16:30～18:30 3,000 教材費は会費に含む

●五月が丘公民館学習団体一覧表 【平成 22年 4月 22 日現在】（第１版） ●五月が丘公民館学習団体からのお知らせ

■五日市さつき同好会
「第２５回 花季大展示会」

毎年恒例となりました「さつき」の展示会です。

みなさんお誘いあわせのうえ、ぜひお越しください！

●展示期間 ５月２９日（土）午前９時～午後５時

５月３０日（日）午前９時～午後４時

●場 所 五月が丘公民館１階 研修室１

■パソコンクラブ「あすなろ」
会員募集

ワードで文章や表を作ったり、インターネ

ットの操作方法などを勉強しています。デジ

カメで撮影した写真をパソコンへ取り込むに

は･･･などわからないことを一緒に解決して

いきましょう！

●活動曜日・時間帯 第２・第４金曜日

午前１０時～正午

●会 費 2,300 円／月（入会金 500 円）

●連絡先 中森（TEL941-1627）

■さつきウオーキング
５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 五月が丘三丁目バス停前

※出発 午前８時半

木曜日登山コース

実施日 行き先

６日 聖山、高岳（広島県芸北町）

１３日 第１１回四国八十八ヶ所巡礼

２０日 塔ケ森（岩国市玖珂町）

２７日 天神嶽（東広島市豊栄町）

●問合先 佐村河内（さむらごうち）（TEL941-2924）

■えほんの会「ぐりとぐら」
オススメ絵本紹介

絵本「わたしとあそんで」

マリー・ホール・エッツ／ぶん・え

よだ じゅんいち／やく

５月の活動

●日 時 ５月１５日（土）

午前１１時～１１時半

●場 所 五月が丘公民館２階 和室

●参加費 無料

●区内公民館・その他施設からのお知らせ

■湯来南公民館
乳しぼりとバター作り体験

●日 時 ５月２９日（土）

午前１０時～午後２時

●場 所 湯来南公民館

●対 象 小学生と保護者（２０組）

●参加費 ２人で１，６００円

●申込・問合 同公民館（TEL0829-86-0607）

●共 催 砂谷酪農部会

●協 力 砂谷株式会社

※５月７日から受付開始（先着順）

■広島市まちづくり市民交流プラザ
まちづくり市民交流フェスタ

～ぷらっときんさい 愛 LOVE フェスタ～開催

生涯学習やボランティア、市民活動などに取り組ん

でいる団体・グループの日頃の成果を展示、発表、体

験、上映、講座などを通して紹介します。

●日 時 ５月１５日（土）午前１１時～午後６時半

５月１６日（日）午前１１時～午後４時

●問合せ 同プラザ（TEL082-545-3911）

▼４月からよろしくお願いします。
坂井主事（ひと・まちネットワーク事務局から）
岩田公民館専門員（新規採用）

▼お世話になりました。
古澄主事兼社会教育主事（古市公民館へ）
山内主事（石内公民館へ）

▼引き続きよろしくお願いします。
沖本館長
出雲公民館専門員

ご
あ
い
さ
つ

■(財)広島市ひと・まちネットワーク
公益信託広島市まちづくり活動支援基金「H ㎡(ふむふむ）」

第７回助成事業成果発表会及び第８回助成事業公開審査会

●日 時 ５月１５日（土）①午前１０時～１１時半

②午後１時～５時

●内 容 ①第７回助成事業成果発表会

②第８回助成事業公開審査会

●問合せ 同事務局（TEL082-541-5335）


