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 (写真左) 8/4 わんぱくランド(夏休み工作教室)小学生が参加して作品を作りました。 

                 / ＜＜教養・地域講座 9 月前半のご案内＞＞ 

    9 月教養講座・地域講座のご案内 ※詳細は8月号でお知らせした通りです。 

 1 日（木）なかよしランド １０時～ 

 3 日（土）DVD 鑑賞 作品「ひまわり」 

 ※9 時過ぎをめどに来館ください。 

 4 日（日）高浜第一・二防災訓練 10 時～

 6 日（火）学びの集い（お菓子つくり）9 時～ 

 ※持参品 マスク・エプロン・三角巾 

 18 日（日）文化講座リーダー研修会 10 時～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○９/２４(土)青少年スポーツ 13;00～ 指導者 スポーツクラブ代表 町田清志 代表 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 １ ９ ６ 号 

公民館だより９月号 
姫路市立広畑第二公民館  

令和４年 9 月５日 姫路市広畑区高浜町 3 丁目 21 番地 

休館日：毎週月曜日 電話・ＦＡＸ ２３７－６２２０ 

 

≪地域講座・（熟年教室）≫ 

・講座名：ペタンク 

・日 時：9 月２２日(木) １２:３0～ 

・場 所：高浜公園 

・講 師：老人クラブ 

     國岡美智子 会長 

・概 要：人数を制限し感染症対

策をして実施します。清々しい時

間を過ごし、心も体もリフレッシ

ュしましょう。♫ ♫ ♫ 

 

 

 

     

≪地域講座・（健康教室）≫ 

・講座名：パソコン教室 

・日 時：９月９日(金) 1３:30～ 

・場 所：２階 会議室 

・講 師：パソコン指導者 

      一井 健二 先生 

・概 要： 

「パソコンでパズルを解こう」 

Word・ペイントのアプリでパズル 

の世界を案内します。 

 

 

 

。♬♬♬ 

 

 

      

≪地域講座・（健康教室）≫ 

・講座名：男 の 食 彩 

・日 時：８月 24日(日) 9:30～ 

・場 所：２階 料理教室 

・講 師：いずみ会リーダー 

≪地域講座・（ふれあい教室）≫ 

・講座名：ストレッチ体操 

・日 時：9月 25日(日) 10:00～ 

・場 所：２階 会議室 

・講 師：健康運動指導士  

     政井 貴子 先生 

・概 要：先生のかけ声にあわせて、

体を動かして運動不足や肥満を効果的

に解消しょう。(持ち物)  お茶、タオル

など。運動の出来る服装でご参加下さい。  

 

 

  

   ≪教養講座・（一般講座）≫                

・講座名：歴史講座「鎌倉殿と 13人」 ➂  

・日 時：９月２８日(水) 1０時 00分～11時 30分 

・講 師：歴史研究家 黒田 美江子 先生 

・概 要：毎回、テレビとは違った視点で姫路との関わりなどを 

交えながら楽しくご講演いただいています。第 3 回目になる今回 

はどのような、お話を聞くことが出来るか大変楽しみです。 

 

 

 

 

「暑いですね」があいさつの日々がいつまで続くのか。体調管理は皆様

大丈夫ですか。エアコンは苦手と扇風機だけという方はいませんか。 

現在の気象状況はほぼ災害並みです。自分の体は自分で守り、余力が

あれば友人にも声をかけて、地域みんなで健康で安全な日々が送れる

ようにしましょう。「暑さに負けない広二地域！！」  

≪10 月の教養講座・（一般講座）予告≫ ～参加希望者は公民館へ電話してください～ ☎２３７－６２２０ 

・講座名：「デジタルディバイド対策講座」② ～「誰一人取り残さない」デジタル化時代を生きる～ 

・日 時：１０月２３日(日) 1３時３０分～１５時００分  ☆現在、スマホ・パソコンが使えなくても参加できます！！ 

・講 師：姫路パソコンアドバイザーズクラブ 会長 櫻井 豊 先生 

・概 要：姫路市立公民館共通の“デジタルディバイド対策”「私ももっとデジタル機器を（パソコン・スマホ）

を使えるようになりたい」とお考えの方向けの基礎講座シリーズ第２回目です。内容は①姫路市の情報化推

進施策②デジタルディバイドってなーに③デジタルリテラシーを高めよう④パソコンとスマホのできること 

⑤体験教室“こんなに楽しいデジタルライフ”①～⑤の内容をさらにご理解いただける内容になります。 



《10 月の講座予定》※10 月 30 日（日）西部ブロック発表会予定。下記は予定で変更もあります。 

講座名 日    時 項   目 講   師 

地 域 １日 (土) 9:00～11:30 熟年教室 ＤＶＤ鑑賞 

ALWAYS 続・3 丁目の夕日 

〇東京タワーがまだ建設中

だった頃の古き良き日本。そ

んな時代の人々の絆は今よ

りも深く、街には人情があふ

れていた。 

校区老人

クラブ 

國岡美智子  会

長 

地 域 ６日 (木) 10:00～12:00 親子教室 なかよしランド 

〇引き続き、新型コロナ感

染予防対策を行いながら、

おもちゃでの自由遊び、体

操や季節のわらべうた遊

び、そして「七つの子手袋

シアター」の予定です。 

移動児童

センター 

児童厚生員 

地 域 9 日 (日) 10:30～11:30 ふれあい 手品教室 

〇身近にある物を使った手品

を鑑賞します。 

今後、貸館なども利用して、皆

様と共に勉強していきたいと

思っています。興味のある方は

是非参加ください。 

たぬきク

ラブ 

手品の 

ボランティア 

 

木村修一 先生 

地 域 12 日 (水) 10:00～11:00 ふれあい 「高齢者の権利を守るた

めに」 

〇誰もが年齢を重ねてい

きます。その中で高齢者虐

待の防止策・対応策や高齢

者の権利擁護について専

門家により現状を講義い

ただき、皆が年齢に関係な

く、よりよく生きるための

一助にしましょう。 

地 

域 

包 

括 

支 

援 

課 

地域包括センタ

ー 職 員 

教 養 23 日 (日) 13:30～15:00  一般教養 

デジタル 

「デジタルディバイド対策

講座」② 

パソコン

クラブ 

会長 

櫻井 豊 先生 

地 域 29 日 (土) 10:00～11:30 一般教養 「地元の歴史を学ぶ」① 

〇我々が共住している広畑

を中心に地理や歴史を学び

地元の先人の生きざまに触

れる。元高校校長の講師が丁

寧に解説してくれます。 

歴史 

研究家 

神戸学院大学 

濱田明利  

先生 

＊9 月の定期清掃 「タイ古式ヨガ」「ふる里の民踊」「ハワイアン・フラ」の方にお願いします。 


