
 

                   

 年の瀬を迎え、あわただしい日々をお過ごしのことと思います。今年も「良い年に」と願って令和 4 年を迎えましたが皆様にとり

まして素敵な一年でしたか。また、公民館としても皆様の地域での絆や学習の場として、どうだったのかなと振り返っています。 

現在、来年度の講座の計画をしております。地域のコミュニティの場としてより良くするために、ご意見がございましたら、公民館

まで是非、お知らせください。また、文化講座への参加は随時募集していますのでどうぞ公民館にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 12月教養講座・地域講座のご案内 ※誰でも自由に参加できます。※裏面に 1月の講座予定を掲載してます。 

 

                  

 

 

   

                     

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

第 １ ９ ９ 号 

公民館だより 12 月号 
姫路市立広畑第二公民館  

令和４年 12 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・（ふれあい）≫ 

・講座名：パソコン教室 

・日 時：12月 9日(金)13時半～ 

・場 所：２階 会議室 

・講 師：パソコン指導者 赤沢陽治 先生     

・概 要：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 

ある方是非参加してください。 

 

 

 

 

≪地域講座・（熟年教室）≫ 

・講座名：囲碁の集い 

・日 時：12 月４日(日) 9時～ 

・場 所：２階 会議室  

・講 師：老人クラブ 國岡美智子 会長 

・概 要：初心者の方も、熟練者の方も 

和やかに楽しく囲碁を習いましょう。多

くの皆さんの参加をお待ちしています。

♪♪ 

      

   

 持ち物：バンダナ（三角巾） 

マスク・エプロン・手拭き 

  

 

  

≪教養講座・（一般講座）≫ 

・講座名：「実技」着付け教室      

・日 時：12 月４日(日) 10時～ 

・講 師：着付け講師   鷹野秀美 先生 

・場 所：１階 研修室 

・概 要：お正月に向けて着物の着方や帯 

の締め方など基本的な着付けをマスターして 

着物を装う楽しさを学びましょう。 

 

 

 

 

スポーツ＆文化の秋 

11 月はたくさんのイベントがありました。特に老人クラブ主催の

「歩こう会」や「グランドゴルフ」大会には多くの方が秋晴れの中、

参加しておられ、笑顔いっぱいのひと時を過ごしていました。また、

公民館で行った黒田先生の歴史講座や DVD 鑑賞会、ストレッチ体操

とさまざまな講座にたくさんの地域の方々が参加しました。12 月も

是非ご参加ください。＜写真：11/6 ストレッチ体操の様子＞  

≪地域講座・（熟年教室）≫ 

・講座名：ＤＶＤ鑑賞  

・日 時：12 月 3(土)9時 15分～ 

・場 所：１階 研修室 

・講 師：老人クラブ 國岡美智子 会長 

・概 要：「決算 忠臣蔵」仇討ちには資 

金が必要さてさて、どのように工面したの 

か？       堤真一・岡村隆 主演  

 

≪地域講座・（親子教室）≫ 

・講座名：なかよしランド 

・日 時：12 月１日(木) 10時～ 

・場 所：２階 会議室 

・講 師：移動児童センター 指導員 

・概 要：おもちゃでの自由遊び、体操や季 

節のわらべうたあそび、そしてクリスマスソン 

グによる手遊びやシアター♫♫ 

 

  

 

≪地域講座・（一般・人権）≫ 

・講座名： 「地元の歴史を学ぶ」 

・日 時：12 月 18日(日) 10時～ 

・場 所：２階 会議室 

・講 師：神戸学院大学 濱田明利先生 

・概 要：我々の居住している広畑から日 

本や世界にも関連付けて楽しい第 1 回目でし 

た。第 2 弾さらに楽しい時間となりそうです。 

 

 

 

 

≪地域講座・（健康教室）≫ 

・講座名：アジャタの集い 

・日 時：12 月 18日(日) 9時～ 

・場 所：広二小 体育館 

・講 師：スポーツ推進委員長 中村良二 氏  

・概 要：アジャタ（玉入れ）を通 

じて皆で楽しみましょう。誰でも気 

軽に楽しめる競技です♪♪ 

      

   

≪地域講座・（ふれあい）≫ 

・講座名：クリスマスコンサート 

・日 時：12月 18日(日)１４時～ 

・場 所：２階 会議室 

・講 師：音楽講師 隅 美幸 先生     

・概 要：公民館でご指導いただいていま 

す隅先生に楽しいコンサートを開いてもら 

います。皆さんで楽しみましょう！！ 

 

 

≪地域講座・（親子教室）≫ 

・講座名：少女スポーツを楽しもう 

・日 時：12 月 24日(土) ９時～ 

・講 師：スポーツクラブ代表 振角 裕 氏 

・場 所：広二小 体育館 

・概 要：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。 

 

 



令和 4 年度 西部（網干地区）ブロック公民館発表会（R４.10.30） 

 

《令和 5 年 1 月の講座予定》 

※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 ５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 児童指導員 

〇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「だるまさんが」を予定しています。 

地 域 ７日 (土) 9:15～11:30 

※9 時以降に

お越しくださ

い。 

熟年教室 D V D 鑑 賞 校区老人クラブ 國岡美智子 会長 

〇松竹新喜劇舞台 題名「親ばか子ばか 前編」藤山寛美・渋谷天外 

怒るにはのれんに頭突き、笑うには同情が先立つという今どき珍し

い貫一君。その貫一君を一途に愛する天野社長、2 人が織りなす人間

物語。 

教 養 11 日 (水) 10:00～11:30 熟年教室 保健所健康課 職員 

〇「食から始めるいきいき生活」（高齢者の低栄養予防） 

 食に気をつけて健康長生きしましょう。是非、みなさんで共に学びま

しょう。 

地 域 22 日 (日) 10:00～12:00 ふれあい 「実技」ストレッチ体操 健康運動指導士 政井貴子 先生 

〇皆さん揃って、汗をかきませんか。寒い季節こそ体を動かして、健康

な毎日を過ごしましょう。 

◎12 月の定期清掃 「書道（一般・学生）」「太極拳」「演歌・歌謡」の方にお願いします。 

◎手品教室を 11 月 5 日（土）に行いました。今後は 12 月 3 日（土）1 月 7 日（土）2 月 4 日（土）の 13 時３０分

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。 

◎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。 

 

 

 

 

 

 

 

＜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。 

3年ぶりとなる、西部ブロック発表会が 10月 30日に西部

ブロック１０館から各１講座が参加して開催されました。 

当公民館からはコーラスの皆さんが参加し「誰もいない海」

「時無草」を素晴らしい歌声で歌い上げていただきました。

最後に、発表会のラストを飾る全員合唱「ふるさと」を舞台

上からリードしていただき、盛会のうちに終えることがで

きました。「また、来年お会いしましょう！」と司会者の言

葉で閉会しました。＜写真：隅先生とコーラスの皆様＞ 

 文化講座の紹介と講座生の募集 

・演歌歌謡・ハワイアン、フラ・詩 吟・太極拳・書道(一般、学生)・コーラス・水曜書道、仮名漢字 

・パソコン教室・やさしい３Ｂ体操・社交ダンス・タイ古式ヨガ・編み物、手編み・３Ｂ体操 

・カラオケ・ふる里の民踊・手芸パッチワーク・ウクレレ教室・トーンチャイム 

・金曜書道教室・懐メロ(抒情歌)を歌おう会・HPACパソコン中講座 

講座は月に 1～3 回程度実施しています。詳しくは公民館までお問合せください。２３７－６２２０（広畑第二公民館） 


