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五月が丘の
人口・世帯
(2011 年 1月末

現在と前月比)

世帯 ２，８６０世帯（－６世帯）

人口 ７，０４９人 （－７人）

男 ３，３８８人 （－３人）

女 ３，６６１人 （－４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。

3・4 月の

休 館 日

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

４月：５日(火)、１２日(火)、１９日(火)、２６日(火)、２９日(祝)

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 書道展「元気のおすそわけ」

●展示期間 ３月１３日（日）～４月１５日（金）

●日 時 ３月７日（月）

午前９時～正午

３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

●日 時 ３月２３日（水）午前９時半～１１時半

●場 所 五月が丘公民館

●内 容 ９９歳の柴田トヨさんの詩集「くじけないで」

の朗読と語り合い

●参加費 無料

●講 師 フリーアナウンサー 森岡 三恵さん

●共 催 五月が丘女性会

●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)

●日 時 ３月５日（土）午後１時～３時

●場 所 五月が丘児童館

●内 容 お茶会、ふれあい遊び（卓球、けん

玉など）、ビー玉万華鏡づくり

●参加費 無料

●共 催 五月が丘児童館、五月が丘母親クラブ

●申 込 五月が丘児童館（TEL941-1552）へ

※動きやすい服装でお越しください。

●日 時 ３月１６日（水）
午前１０時～１１時半

●場 所 五月が丘児童館
●内 容 親子ヨガで体も心もリフレッシュ
●講 師 おやこヨガインストラクター

鉄増 千夏さん
●準備物 バスタオル
●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）へ

詩集「くじけないで」を読んで
～優しさをつむぐ心を探してみよう～

対象（定員）

成人(20 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)

【財団名変更のお知らせ】

「㈶広島市ひと・まちネットワーク」は、平成２３年４月１日に、㈶広島市文化財団及び㈶広島勤

労者職業福祉センターと合併し、新財団「㈶広島市未来都市創造財団」となります。

●日 時 ３月２６日（土）午後１時半～３時半

●場 所 五月が丘公民館

●内 容 フラワーアレンジメント実習と講演

●参加費 １，０００円（３月２３日（水）まで

に五月が丘公民館へ）

●講 師 フラワーデザイナー 木村 京子さん

●準備物 花ばさみ

●共 催 五月が丘女性会

●申 込 五月が丘公民館（TEL941-2121）へ

日本とベトナムの食の共通点として「米粉」

などがあります。ベトナムでは

家庭料理から宮廷料理まで、米

粉を使った料理が豊富にありま

す。この機会にあなたもベトナ

ムの家庭料理を体験してみませ

んか。

●日 時 ３月２７日（日）

午前１０時～午後１時

●場 所 五月が丘公民館

●内 容 ベトナムの家庭料理

●参加費 ８００円（３月２３日（水）までに

五月が丘公民館へ）

●講 師 ベトナム料理指導者

●準備物 エプロン、ふきん

●申 込 五月が丘公民館（TEL941-2121）へ
●日 時 ３月２７日（日）

午後１時半～３時半

●場 所 五月が丘公民館

●内 容 段ボールで素敵なおうちを作って、

大型絵本を読んでもらおう

●参加費 無料

●講 師 鈴が峰公民館学習団体「鈴が峰パパ

とジィジのおはなしボランティア」

の皆さん

●申 込 五月が丘公民館（TEL941-2121）へ

※動きやすい服装でお越しください。

段ボールのおうち

づくりと絵本の会

対 象（定員）

幼児・小学生と保護者(15組)

▼講座のポイント
９０歳代になってから詩作を始

められた詩人、柴田トヨさんの詩
集「くじけないで」を読むと心が
温かくなり、きっと元気が出てき
ます。

つらいこと、悲しいこと、情け
ないことなど、人生においては立
ち止り、涙することがあります。

一緒に読んで、語り合ってみま
せんか。

春の三世代交流会
対 象

どなたでも

国際理解講座

ベトナム料理を楽しもう

対象（定員）

成人(20 人)

フラワーアレンジメントとの
出会いと生き方（女性会研修会）

対象（定員）

成人女性(25 人)



●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 ３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 三倉岳（大竹市）

１０日 川平山城跡と節分草鑑賞（庄原市）

１７日 源明山から嘉納山縦走（山口県周防大島町）

２４日 安芸の小富士山（南区）

３１日 十種ヶ峰（とくさがみね）（山口県阿東町）

※３日、１０日、１７日、３１日はバスで移動するた

め、予約が必要です。

●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)

ひったくりが多発!!ひったくりに遭わない

ために、次のような対策をしましょう

・バッグはたすき掛けにする

・バッグは道路側の手で持たない

・ひったくりが多いことを意識して周りに注

意を払う

・人通りの少ない道は避ける

・自転車の前かごに荷物を置くときは「防犯

ネット」を活用する

■五月が丘保育園(TEL941-0760)

園庭解放
●日 時 ３月４日（金）

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)

ももぐみ（年少）さんと遊ぼう
●日 時 ３月７日（月）

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２５日（金）午後３時から電話で受付

■えほんの会「ぐりとぐら」
３月の読み語り

●日 時 ３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「ぽとんぽとんはなんのおと」

神沢利子／さく 平山英三／え

冬ごもりの穴の中で

ぼうやのくまが聞きま

した。「ぽとんぽとんっ

て音がするよ。ぽとん

ぽとんは何の音」すると

母さんは答えました･･･。

■淡墨会（会員募集）
漢字・かな・ペン字などから自由に選んで、一緒に書道を学びませんか。

●活動日 第２・４水曜日 午前１０時～正午

●場 所 五月が丘公民館

●問合せ 三宅（TEL941-2541）へ

佐伯区１９公民館ネットワーク事業・区民文化センター・区図書館との共催事業

さえき文化と学びのつどい

●日 時 ３月５日（土） 午前９時～午後４時

３月６日（日） 午前９時～午後４時

●場 所 佐伯区民文化センター

（広島市佐伯区五日市中央六丁目１番１０号）

●内 容 芸能発表、バザー、佐伯区公民館紹介コーナーなど

※詳細は、佐伯区民文化センター、区内公民館で

配布されているチラシをご覧ください。

●主 催 （財）広島市ひと・まちネットワーク佐伯区公民館１９館、

（財）広島市文化財団 佐伯区民文化センター・佐伯区図書館

■佐伯区スポーツセンター
■スポーツキッズ！～チアリーディング～

●日 時 ３月２６日（土）午前９時半～１１時

●内 容 チアリーディングの基本を練習

●場 所 佐伯区スポーツセンター

●対 象 小学生

●定 員 ３０人（先着順）

●参加費 ３００円

●申 込 佐伯区スポーツセンター

（TEL924-8198）

※３月２日（水）から受付開始

■第１１回五月が丘学区体育協会グラウンドゴルフ大会結果
２月１３日（日）、雪の降る中、近隣公園において約６０人が参加され、盛大に開催されました。

結果は次のとおりです。

１位：大崎 英樹さん。 ２位：大田 隆さん。 ３位：井上 康也さん。

■グラウンドゴルフ同好会（会員募集）
グラウンドゴルフで一緒に健康維持に励み

ませんか。

●対 象 おおむね６５歳までの成人（２人）

※ご夫婦での参加歓迎

●活動日 毎週月・火・金曜日午前９時～

●場 所 主に近隣公園

●会 費 ３，０００円／年

●問合せ 井上（TEL941-4167）へ

■ペタンク愛好会（会員募集）
ペタンクはフランスで生まれたボールスポ

ーツで、約 650～690ｇの鉄球を投げて得点を

競う軽スポーツです。

●対 象 どなたでも

●活動日 毎週水曜日午前９時半～１１時半

●場 所 五月が丘第８公園（四丁目）

●会 費 ５００円／年

●問合せ 井上（TEL941-4167）へ

男性も料理を楽しみましょう。初めての人大歓

迎です。料理の基本を習います。是非ご参加くだ

さい。

●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

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）

成人男性(20人)

プロスタイリスト

から学ぶ春の装い

対象（定員）

成人(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 ３月１７日（木）

午前１０時～正午

●場 所 五月が丘公民館

●内 容 自分の服を上手

に着こなすコツ

とスカーフの使

い方

●参加費 ６００円

※参加費は当日に集めます。

●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

公民館紹介コーナーのご案内

五月が丘公民館は、同コーナー
で、主催事業「五月が丘・アサガ
オプロジェクト」を紹介します。

みなさんお誘い合わせのうえ、
ぜひお越しください。


