
親 子 体 操 

       マット・トランポリン・フラフープ・鉄棒等の運動遊

びなどで親子でいっしょに楽しみましょう。また、工作

や絵本の読み聞かせも行います。 

対 象： 平成２６年４月１日現在 満２歳以上の幼児と保護者 
（未就園～Ｈ２４年４月１日生まれ） 

活動日： 原則毎週金曜日 １０：００～１１：３０ 
ところ： 佐方市民センター 
定 員： ２０組程度 
講 師： 栩野 宏美 先生 

 

バザー出店団体 

地御前漁協・中国醸造（株）・廿小ＰＴＡ・廿中生徒会・ 

 愛∞魂・まったりくらぶ・なかよし子ども会・男の健康 

 料理・子供みこし保存会・廿日市地区まちづくり協議会 

 
                    問合せ 中央市民センター 

 廿日市地区まちづくり協議会をはじめ、長生会連合会ほか地区の各団体が一体となって実施する冬まつりが開催され

ます。獅子舞、廿日市中学校生徒による廿中ソーラン、五日市高校生ダンス同好会のステージ、焼きカキ、廿中焼き、

うどんなどのおいしいバザーも盛りだくさん！昔あそびコーナーもあるよ！ 
    と き ２月９日（日） １１：００～１５：００ 
      ところ 中央市民センター 講堂・駐車場 
 

 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 

 
 

    
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
   

 
 

 
    

中央市民センターは現地建替え工事のため、４月1 日から休館となりますので、来年度はそれぞれの場所で幼児学級を行います。 

また、仮事務所への移転作業等のため、学級の開催は 6 月開始とさせていただきます。 ご迷惑おかけしますが、ご了承のうえ、

ふるってご応募ください。 

主催講座募集 

 

おかあさんといっしょ 

音楽に合わせてリトミック！歌や手遊びで楽しく過ごしましょう。 

親子で、お母さんどうしで友達づくりをしましょう。 

対 象： 平成２６年４月１日現在 満１歳の幼児と保護者 
（Ｈ２４年４月２日～Ｈ２５年４月１生まれ） 

活動日： 原則毎週木曜日 １０：００～１１：３０ 
ところ： あいプラザ 
定 員： ２０組程度 
講 師： 今田 ケイ子 先生 

ママとあそぼう 

 季節の行事を取り入れながら手遊び、工作、運動遊びなど、親子で

楽しく遊びます。 

対 象： 平成２６年４月１日現在 満２歳以上の幼児と保護者 
（未就園～Ｈ２４年４月１日生まれ） 

活動日： 原則毎週月曜日 １０：００～１１：３０ 
ところ： あいプラザ 
定 員： ２０組程度 
講 師： 高園 麗 先生 

各学級共通 
 活動期間：平成２６年６月 
          ～平成２７年３月中旬まで（８月は夏休み） 
 参 加 費：入会費１，０００円（保険料等）  

月会費１，５００円 
応 募 方 法 

 往復ハガキに必要事項を記入のうえ、郵送してください。１教室

につき１枚です。兄弟姉妹で同一のクラスに参加申込みの場合は、

１枚にそれぞれの必要事項を記入してください。 
 ２教室申し込まれる場合は、参加希望順位を書いておいてくださ

い。ただし、参加できる教室は親子１組につき１教室とさせていた

だきます。また、各教室とも定員を越えるお申し込みがあった場合、

廿日市小学校区在住、次に廿日市市在住の方を優先のうえ抽選させ

ていただきます。 

往信 

返信 

  738-0012 

 
廿日市市天神11-29 

廿日市市 

中央市民センター 

「幼児学級募集」係 

締切：２月２８日（金） 
   必 着 

   
 
 

保護者の住所 

 廿日市市○○ 

 

名前 

 ○○ ○○様 

 
希望の教室名 

（例）ママとあそぼう 

   参加希望順位 １ 

(子ども) 

氏名（ふりがな） 

生年月日・性別 

(保護者) 

氏名・住所・電話番号 

(同伴者) 

兄弟姉妹・名前・年齢 

（往信面） 

（返信面） 

※ 往信面･返信面のまちがいが 
ないようお願いします 

○○○-○○○○ 

 URL http://members.fch.ne.jp/hatsukaichi.city.chuocc/  E-mail hatsukaichi.city.chuocc@fch.ne.jp  

平成２６年２月１日発行 

中央市民センターだより 
廿日市市中央市民センター 

〒７３８－００１２  
廿日市市天神１１－２９ 

電 話：２０－１２６６ 
ＦＡＸ：３２－１２５７  

地域からのお知らせ 

※駐車場はありませんので、お車での来場はご遠慮ください。 

主催 冬まつり実行委員会 
共催 中央市民センター 

かき飯も 

あるよ♪ 

体験コーナー 

こどももちつき体験 
自分でおもちをついたり、丸

めてみよう！丸める人は、

エプロン、三角巾、マス

クを持って来てください。 

※ 受講決定についてのお知らせは３月下旬に発送します。 

 

 

竹とんぼ、紙鉄砲、竹笛、風車など

を作ってみよう！ 



― へルスサポートネット ― 

 

 毎月第４木曜日に開設。相談は無料です。今月は五師士会の内科医

師、歯科医師、薬剤師、看護師、社会福祉士と地域包括支援センター職

員がお待ちしています。 

 病気や薬、介護や福祉制度のことなど、何でもお気軽にご相談くだ

さい。 

と き ２月２７日(木) １３：３０～１５：0０ 

ところ 中央市民センター１階 展示ホール 
☆今月のミニ講座は「癒しのアロママッサージ」です。 
   講 師 JA 広島総合病院 藤田看護師 
問合せ 地域包括支援センター TEL 30-9158 

 

 
 

現在の中央市民センター（中央公民館）が建替えになるため、こ 

こ中央公民館でクラブ活動を続けて今年で２４年目を迎えた「ザ・

カントリークラブ」と「廿日市ベンチャーズ」では、これまでの学

習成果の発表としてライブを行います。ゲストとして以前から交流

のあったバンドも迎え、思い出作りに協力していただきます。 

たくさんの方々のご来場をお待ちしています。 

と き ２月１６日（日） 

 １３：００～１６：３０（１２：３０開場） 

ところ 中央市民センター １階 講堂 
入場料  無料  

問合せ  中央市民センター TEL ２０－１２６６ 

※駐車場に限りがあります。公共交通機関をご利用ください。  

出演予定バンド  

・FBI プロジェクト（広島市東区牛田公民館 ベンチャーズサウンド）  

・アーリーバード（四季が丘市民センター  アメリカンミュージック）  

・SEA AND SKY（大野市民センター J POPS）  

・天照（宮島杉之浦市民センター J POPS） 

・ザ・カントリークラブ（中央市民センター カントリーミュージック） 

・廿日市ベンチャーズ（中央市民センター ベンチャーズサウンド）  

順不同  

     ２ 月 の 予 定 
 ９日（日） 冬まつり 
１１日（火） 休館日（建国記念日） 
１５日（土） きちんとごはん 
１７日（月） 廿日市ウォーキング 
２７日（木） 医療とふくしの相談室 

はつかいち平和の祭典のステージで行われる全体合唱（唱歌

メドレー『ふるさとの四季』などを歌います）の出演者を募集

します。 

と き ７月２６日（土）１５：００～（予定） 

ところ さくらぴあ大ホール 

募集人数 全体合唱 約２００人 

募集条件 市内及び近郊に在勤・在住・在学でこの事業に積極

的に参加できる歌の好きな人。 

※当日までの全体練習は、８回予定しています。 

（リハーサル含む）できる限り参加してください。 

参 加 費 無料 

申込方法 市内各市民センターにある募集要項（申込書）に必

要事項を記入のうえ、各市民センターにお申し込み

ください。 

受付期間 ２月３日（月）～３月３１日（月） 

問合せ  中央市民センター TEL ２０－１２６６ 

 

編集後記 

 ２月の地区一大イベントといえば、今回で７回目となった「冬まつ

り」。地区の各団体が、夏に続いて冬もまつりで盛り上げます。 

また、今月は当館クラブの廿日市ベンチャーズにより企画された、

「青春思い出ライブ」が開催されます。長く中央公民館に関わってき

た各公民館クラブが集結します。 

 実は、私も「天照」として出演予定です。両イベントとも奮ってご参

加くださいね。                          竹内 子規 

●廿日市地区の人口と世帯数 １月１日現在 ※（ ）は前月比 人口：１０,９５９人（－２３人）世帯数：４,６２７世帯（－９世帯） 
 

 早春の宮島で、気持ちの良い空気を感じながら、皆さんと 
一緒にウォーキングを楽しみませんか？ 
 
と き  ３月１６日(日)１０：００開会 (９：３０受付） 

ところ  スタート（宮島中学校グランド） 
     ゴール（大元公園） 

コース  １.５ｋｍ, ３.５ｋｍ(小１以上), ８.５ｋｍ(小４以上)  
    ゴール地点から、宮島桟橋まで歩くと、約１.５ｋｍ 

           さらに多く歩くことになります。 

定 員  ８００名（完歩できる人、小学生以下は保護者同伴） 

参加費  ２００円 
          （送迎バス[佐伯・吉和地域]利用の場合別途 500 円） 

問合せ・申込先 
      廿日市市保健センター 
      TEL ３１－２０２６ FAX ２０－１６１１ 

申込締切  ２月１４日（金）必着 
申込方法  名前、住所、電話番号、性別、年齢、希望のコースを 
      電話又はＦＡＸで。（FAX は保健センター、市民セン 

  ター等に設置の申込票をご利用ください。） 

 運動不足、健康維持に 

                 しましょう！ 

 ウォーキングの基礎を学び、廿日市のまちをいっしょに歩きませ

んか？ 

と き  ２月１７日（月） 

       ９：３０～１１：００（９：１５受付） 
集合場所 中央市民センター １階 講堂前 
参加費   無料（保険加入済） 
コース 廿日市地区周辺（約６ｋｍ） 
申込み 中央市民センターへ電話又は窓口で。 

締切り 2 月１4 日（金） 

※各自で、お茶（お水）・タオル・帽子を持参してください。 
※小雨決行。雨天の場合は中止。 

  殺処分されることになった命、一度は収容されるも運良く救い出 
  された命…人間に放置された犬や猫の写真を通して幸せのあり方、 
  命の尊さを感じてください。 
 主 催  中央市民センター・廿日市地区人権啓発推進協議会 
 協 力  特定非営利活動法人 動物愛護社会化推進協議会 
 

と き ３月３日（月）～３月３０日（日） 

ところ 中央市民センター １階 展示ホール 


