
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

城 陽 
 

令和 5年(2023年) 1月 25日発行 №３４７ 
 

■ 姫路市立城陽公民館 

■ 開館日 火～日曜日 9時～17時 

休館日 月曜日・年末年始   

■ 〒670-0947 姫路市北条 1053-1 

■ TEL/FAX  079-288-0943 月号 ２ 
デジタルディバイド対策講座 

「出張スマホ教室」 
２月１４日(火) 10:00～11:00 

講師 ドコモショップ 
姫路市役所前店スタッフ 

スマートフォンを使う時に気を付ける事や、 

安全に使うための設定について、 

理解を深めましょう。 

事前予約不要・自由参加です。 

★運動場 

展示ｺｰﾅｰ(非常食試食･非常時持出袋･各種防災ｸﾞｯｽﾞ) 

体験ｺｰﾅｰ(煙体験･心肺蘇生法･AED･水消火器 等) 

はしご車展示 

★体育館 

市政出前講座(防災を学ぼう！) 

避難所ｺｰﾅｰ(防災資機材を使ってみよう！) 

作ってみようｺｰﾅｰ(簡易ﾗﾝﾀﾝ･新聞紙でｽﾘｯﾊﾟ等) 

 
 
 
 

城陽地区 連合自治会 

防災・減災イベント 
【日時】 ２月５日(日)１０:００～１２：００ 

※小雨決行・雨天順延 （2/11(祝)13:00～） 

【場所】 城陽小学校 運動場・体育館 

 

・城陽小学校の体育館へ 9:45 までに集合して下さい。 

・自転車でお越しの方は､緑地公園に駐輪して下さい。 
・参加賞を用意しています。 

姫路市移動児童センター 

はいはいランド 
２月７日(火) 14:00～15:00 

首すわりから歩きはじめの乳児を対象に、 

親子ふれあい遊び、季節のわらべうた遊び 

シアター「コンコンクシャン」を予定して 

います♪  事前予約不要・自由参加です。 

 なかよしランド 
２月１７日(金) 10:00～12:00 

就学前までの子ども と 保護者を対象に、 

自由遊び、体操や季節のわらべうた遊び、 
今月は、「一丁目のドラネコ」を予定 
しています。 事前予約不要・自由参加です。 

感染症対策 

のため 

先着 13 組 

先月、地域の方々より多数の図書をご寄贈 

頂きました。ありがとうございました。 

今後ともご協力をよろしくお願いいたします。 

ポーセラーツ教室 
 
  

★可愛いお雛様の飾り皿★ 

２月２３日(木)  1３:00～1４:３0 
米谷 理砂先生（ ｱﾄﾘｴ Heart Garden ) 

【対 象】 園児～大人 １０名    (直径約 15cm) 

【申込み】 ～２/１６(木)  
【参加費】 1,５00 円 
【お渡し日】３月１日以降 

【持ち物】 なし 

※園児の参加は保護者同伴でお願いします。         

※締め切り後のキャンセルは参加費負担になります。 

※作品は焼成後、来館にてお渡しとなります。 

※お皿の形状は変更になる場合もあります。 

 

♦お知らせ♦ 

２月８日(水)の「お菓子作り教室」は中止します 
 

 デジタルディバイドとは… 

『ｲﾝﾀｰﾈｯﾄやｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰを使える人と使えない人との 

間に生じる格差（情報格差）』のこと。 
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの普及に伴い、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝやﾀﾌﾞﾚｯﾄといった IT 

機器に加え、SNS の利用が当たり前の社会です。 

一方、これらを活用できずに取り残されている”情報 

弱者”が生まれていることが問題視されています。 

今後公民館では、年一回ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｨﾊﾞｲﾄﾞ対策講座を 

行う予定です。奮ってご参加ください！ 



《講座生募集》

中 

！ 

日 曜 2月の 行事 と 文化講座 ●：いきいき百歳体操（火曜日、木曜日 各9:30～）
1 水 大正琴(午前)、空手道（夜） 16 木 ●　籐工芸(午前)

2 木 ●　籐工芸(午前)､親子ハワイアンフラ(夜）

3 金 華道[知香流](午前)、カラオケ(午後)、空手道（夜）

4 土 18 土 はじめてのEnglishレッスン♪（10:30-11:30）

6 月 休館日 20 月 休館日

8 水 茶道(午前)、パソコン･民謡(午後)、空手道(夜) 22 水 茶道(午前)、パソコン･民謡(午後)、空手道(夜)

9 木 ●  親子ハワイアンフラ(夜） 23 木 ●ポーセラーツ教室(13:00～14:30)

10 金 書道(午前) 24 金 書道(午前)、ウクレレ(午後）

11 土 リーダー育成の集い（13：30-14：30） 25 土 あみもの（午前午後)、短歌(午前)

26 日 ゆったりヨガ(午前)

27 月 休館日

13 月 休館日 28 火 ●　たのしいストレッチ(午前）、ハワイアンフラ（夜）

15 水 大正琴(午前)、空手道（夜）

21 火
●　たのしいストレッチ・健美操・華道[池坊](午前)

筝曲・三絃(午後)、ハワイアンフラ（夜）

17 金
なかよしランド（10：00-12：00）
華道[知香流](午前)、カラオケ(午後)、空手道(夜)

19 日
じろりんフォークライブ(13:00ｰ16:00)

ころころ健康体操(午前)

火
●　はいはいランド（14：00-15：00）
健美操・華道[池坊](午前)、筝曲・三絃(午後)

5 日
親子茶道教室（9：30-12：00）
ころころ健康体操(午前)

14 火
●　デジタルディバイド対策講座(10:00ｰ11:00）

たのしいストレッチ(午前)、ハワイアンフラ(夜）

12 日
リフレッシュヨガ（10：00-11：30）
ゆったりヨガ(午前)
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※予定は現時点のもので、今後の状況により変更になる場合があります。      

はじめての Englishレッスン♪ 

２月１８日(土) 10:30～11:30 

中山 綾子先生（英会話講師） 

【対 象】小学 1～3 年生 10 名 

【申込み】～1/1８(水)  

小学校で英語を学ぶための一歩を踏み出す 
初心者向けレッスンです。 
ゲーム、アクティビティなどを通して英語 
を楽しみましょう！ 
動きやすい服装でお越し下さい。 
※お子様のみの参加になります。 

リフレッシュヨガ 
２月１２日(日) 10:00～11:30 

 武木田 恭子先生（ﾖｶﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ） 

【持ち物】ヨガマット（または大きめバスタオル） 

汗拭き用タオル、飲み物 

動きやすい服装でお越し下さい（ジーパン不可）。 

小さいお子さんはご遠慮願います。 

事前予約不要・自由参加です 

（参加者多数の場合、先着順にて 

締め切らせて頂きます）。 

姫路市高齢者芸能発表会 
２月１0日(金)    1１:30～16:00        

アクリエひめじ 中ホール 
姫路市内にお住まいの高齢者の方々が、日頃の

趣味や活動の成果を披露します。 

城陽公民館からは「ハワイアンフラ」のグルー

プが出演します。ぜひ足をお運びください。 

見学・体験受付中！ 

お気軽にお越しください。 

空手道 
毎週水曜日・第 1,3 金曜日  

【少年部】1７:00～1８:１５(５歳以上) 

【上級部】1８:30～20:30 

【講 師】武本 幸子先生 

礼儀作法の習得に。護身術や 

体力づくりに。 

子供も女性の大歓迎！さあ、始めよう！ 

 
新規会員

募集！ 

みんなで楽しく茶道のお稽古をしましょう♪ 

【日時】毎月第１日曜日 ９:30～12:00 

【対象】幼稚園年長～小中学生とその保護者 

【用】おひとり 350 円／回 

（お茶･お菓子代） 

見学自由です。気軽にお越しください！ 

体験をご希望の方は、１週間前までにご連絡下さい。 

（お問い合わせ）講師：石坂 和子 
TEL：070-1825-0774 

城陽幼稚園 ようちえんで遊ぼう DAY  
（園庭開放） ２/２８(火) 10:00～11:３0 

予定は変更になることがあります。 
事前にホームページでご確認下さい。 


