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       ＜写真＞10/23 デジタルディバイド対策講座  

 

 

 

 

 

  

                                    

 

                

 

11月教養講座・地域講座のご案内          ＜写真下＞10/12「高齢者の権利を守るために」。 

 〇広畑地域包括支援センターによる講演 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 １９８ 号 

公民館だより 11 月号 
姫路市立広畑第二公民館  

令和４年１１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：グラウンドゴルフ 

・日 時：11 月１５日(火)12:30～ 

・場 所： 高浜公園 

・講 師：老人クラブ 国岡美智子 会長     

・概 要：足腰を鍛えて、すがすがしい 

日々を過ごしていただいて身体も心もリ 

フレッシュ。楽しい交流の日で、更なる 

健康の増進を。♬♬ 

 

≪地域講座・（熟年教室）≫ 

・講座名：ＤＶＤ鑑賞  

・日 時：11 月５日(土) 9:15～ 

・場 所：１階 研修室 

・講 師：老人クラブ 国岡美智子 会長 

・概 要：題「引っ越し大名」 

姫路から日田へ引っ越しが決まっ 

た大名、財政ひっ迫の中、どう乗り 

切るのか。お気軽に来てください。 

 

     

 

 

     

≪地域講座・（熟年教室）≫ 

・講座名：歩こう会 

・日 時：11 月４日(金)９:０0～ 

・場 所：山所公園集合八幡校区 

※乗用車は乗り合わせください。 

・講 師：老人クラブ 國岡美智子 会長 

・概 要：広畑ブロック合同で山所

公園等八幡校区周辺を歩きます。楽

しく健康増進にお役立て下さい。♪

♪♪ 

    

       

 

≪地域講座・（ふれあい）≫ 

・講座名：なかよしランド 

・日 時：11 月 3日(木) 10:00～ 

・場 所：2 階会議室 

・講 師：移動児童センター 児童厚生員 

・概 要：おもちゃでの自由遊び、体操や

手遊び、季節のわらべうたあそび、そし

て「はらぺこあおむし」のミニシアター

をします。是非、ご参加ください。 

 

   

 

  

   ≪教養講座・（一般講座）≫ 

・講座名：「書写山について」   ※黒田先生本年度最終回 

・日 時：11 月 30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：歴史を通じて日本の文化、先人の功績、生き方 

などさまざまな広い角度から毎回楽しく歴史を学んでいま 

す。今回は「書写山」をテーマに歴史を更に学習します。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

地域講座・（親子教室）≫ 

・講座名：青少年スポーツ 

・日 時：11 月 19日(土)13:00～ 

・場 所：広二小学校校庭 

・講 師：スポーツクラブ 

町田清志 代表 

・概 要：元気いっぱいに球技を通 

じて、礼儀を学び、身体を鍛えます。 

 皆様お変わりありませんか。猛暑の

夏から秋を待っていたら、いつの間に

か寒い朝を迎えるようになりました。

季節の変化についていくのがやっと

です。また、秋はスポーツですね。

10/25に老人クラブのペタンクに参加

しました。皆さんお元気で楽しかった

です。先月のお祭りでも元気をもらい

ましたね。皆さんの笑顔素敵でした。 

※裏面に 12 月の行事の詳細を記載しています。 

 

 

 ≪デジタルディバイド対策講座≫ 

 教養講座として「誰一人取り残さな

い」デジタル化時代を生きる。という

テーマで 7 月と 10 月 23 日に行いま

した。なぜ今の時代にデジタル化が

必要となるのかなど、わかりやすく

櫻井先生に講義いただきました。昨

年度より、各公民館では様々な方向

から、地域の皆様と共に学んでいま

す。来年度も皆様が満足のいく講座

にしていきたいと考えています。 

  

 

  

 

 

 

≪地域講座・（ふれあい教室）≫ 

・講座名：ストレッチ体操 

・日 時：11 月 6 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。  

 



◎手品教室を 10月 9日（日）に地域講座として行いました。次回は 11月 5日（土）13時３０から実施します。参加は無 

料です。興味のある方は是非参加ください。本年度、12月 3日、1月 7日、2月 4日各土曜日 13時３０から実施予定。 

◎11月の定期清掃  「手芸パッチワーク」「パソコン教室」「HPACパソコン中級講座」の方にお願いします。 

《12 月の講座予定》      ◎文化講座への参加者を募集しています。年度途中のご参加も大歓迎です。 

※下記の地域講座・教養講座は誰でも自由に参加できます。是非、公民館へお越しください。 

不明な点や質問がありましたら、公民館へお問い合わせください。（２３７－６２２０） 

講座名 日    時 項   目 講   師 

地 域 １日 (木) 10:00～12:00 親子教室 なかよしランド     移動児童センター 児童厚生員 

・おもちゃでの自由遊び、体操や季節のわらべうたあそび、そしてシア

ター「わたしのクリスマスケーキ」を予定しています。 

 

地 域 ３日 (土) 9:15～11:30 熟年教室 ＤＶＤ鑑賞       校区老人クラブ 國岡美智子会長 

・「決算・忠臣蔵」 主演 堤真一・岡村隆史 

ご存じ、赤穂忠臣蔵、仇討ちを果たすためには資金が必要、大石内蔵助

と勘定方矢頭長助はどのようにして、資金を調達し、仇討ちの準備を進

めたのか。こうご期待！！ 

教 養 ４日 (日) 10:00～12:00 一般教養              着付け講師 鷹野秀美 先生 

「実技」着付け教室 

・残り 2 回の着付け教室です。お正月に備えて着付けの体験をしてみませんか。 

地 域 ４日 (日) 9:00～12:00 熟年教室           校区老人クラブ 國岡美智子会長 

囲碁の集い 

地 域 ９日 (金) 13:30～15:30 ふれあい パソコン教室       パソコン講師 赤沢陽治 先生 

・ワード、エクセルの基本を使って、見栄えする文章を楽しく

作ります。興味のある方、是非参加ください。 

地 域 18 日 (日) 10:00～12:00 「地元の歴史を学ぶ」② 歴史研究家 神戸学院大学 濵田明利 先生 

〇我々が居住している町を中心に地理や歴史を学び地元の先人の生

きざまに触れる第 2 弾。元高校校長の講師が丁寧に解説してくれま

す。  

地 域 18 日 (日) 12 月号 

公民館だより

で時間はお知

らせします。 

アジャタ（玉入れ）の集い   スポーツ推進委員 中村良二 氏 

・童心に帰りアジャタ（玉入れ）を楽しみませんか。ルールはお手

玉をいかに速く籠に入れるかを競うスポーツです。誰でも気軽に楽

しめます。 

地 域 18 日 (日) 14:00~15:00 クリスマスコンサート         音楽講師 隅美幸 先生 

公民館でコーラス、懐メロを歌おう会、トーンチャイムをご指導い

ただいています隅先生に受講生にも盛り上げていただきながら、楽

しいコンサートを開いてもらいます。こうご期待！！ 

地 域 24 日 (土) 9:00～12:00 少女スポーツを楽しもう  スポーツクラブ代表者 振角 裕 氏 

親子でスポーツ（バレーボール）を通じて、スポーツの楽しさや互

いの絆、協調性などを養います。是非ご参加ください。 

※上記日程はあくまでも、11月だよりの発行時点での予定であり、今後変更する場合もあります。 

＜予告＞ 

●12月 28日（水）～1月 3日（火）まで公民館は休館日です。1月 4日（水）より、開館します。 


