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インフォメーションインフォメーション

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報かいた9月号
掲載イベントなどが中止となる場合がありま
す。最新の情報は海田町ホームページを確認し
てください。また、各イベント・講座に参加する
場合、マスクを着用してください。

ももたろうくんのおはなし会
月日 9月10日（土） 9月24日（土）

図書館

絵本の読み聞かせ
テーマ「昔話」

絵本の読み聞かせ
テーマ「おじいちゃんおばあちゃん」

場所
時間
費用
対象

内容

11時から
無料（自由参加）
幼児～低学年

赤ちゃんのためのおはなし会　ももちゃんくらぶ
月日 9月2日（金） 9月16日（金） 10月7日（金）

図書館

絵本の読み聞かせ
手あそびなど

場所
時間
費用
対象

内容

10時30分から
無料（自由参加）
0～3歳児

図書館からのお知らせイベント

　9月の読書のテーマは「長生き」です。
　今月は老後やお年寄り、生き方に関する本を展示してい
ます。
●休館日　9月の休館日は次のとおりです。
毎週月曜日（祝日などの場合翌日）
9月30日（金）（図書整理日）
　本の貸出しはチャレンジカード対象事
業です。たくさん借りてください。

　 町立図書館
☎823ｰ3215　FAX.824ｰ3315
問

旧千葉家住宅　今月の一般公開日イベント

　 織田幹雄スクエア
☎822ｰ7373　FAX.824ｰ1125
問

　座敷棟・庭園、角屋を公開します。簀戸（すど）や蚊帳（か
や）など建具が夏のしつらえになっています。
●日時　9月9日（金）～9月１2日（月）
　　　　１０時～１６時
　　　　9月２3日（金・祝）～9月２6日（月）
　　　　１０時～１６時
●場所　旧千葉家住宅
●対象　どなたでも
●申し込み　事前申し込みは必要ありません。織田幹雄
スクエア側入口から入場してください。

　日本の伝統文化である水引（みずひき）で、
広島を感じる“もみじ”のストラップづくりをしませんか？
●日時　9月２4日（土） １1時～１２時
●場所　旧千葉家住宅 主屋活動室
●対象　小学5年生以上から（４年生以下は保護者同伴なら可）
●定員　12人（先着順）
●講師　一般社団法人ひろしまきもの遊び
　澤井 律子さん
　名原 かずみさん
●参加費　５００円
●申し込み　9月5日（月）
　9時から電話または窓口へ。

今月の催し
和文化体験「水引あそび」

チャ
レンジカード

対象
チャ

レンジカード

対象

チャ
レンジカード

対象

クラシックコンサート in kaita 2022
エクシモン弦楽四重奏団演奏会イベント

　 生涯学習課
☎823-9217　ＦＡＸ.823-9256
問

　元ＮＨＫ交響楽団メンバーによる弦楽四重奏演奏会を今
年も開催します。くわしい内容は広報かいた10月号で。
●日時　１０月２７日(木) 19時から
●場所　織田幹雄スクエア ホール
●前売券　9月21日（水）から発売予定

空き缶等散乱ごみ追放キャンペーンイベント

　 町民生活課（役場2階）　☎823-9219　FAX.823-7927
　 海田町公衆衛生推進協議会　☎823-8503（FAX兼用）
問

　美しく住みよい町をつくるため、瀬野川などの町内河川
を中心に町内全域の一斉清掃を行います。
　町一丸となって「きれいな海田町」をつくり、気持ちよく
住める環境にしましょう。
●日時　９月２５日（日） ８時から
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止にする可
能性があります。
※雨天中止の場合は、当日７時に町内放送でお知らせします。
　なお、毎年空き缶等追放キャンペーンの後に開催する海
田町公衆衛生推進協議会主催の「エーコと瀬野川環境フェ
ア」は中止になりました。

第２３回海田町
ビーチボールバレー大会イベント

　 海田町体育協会バレーボール部（生田）
☎823-0375
問

●日時　１０月２日（日）９時 ※８時５０分から抽選を行います。
●場所　海田西中学校
●対象　町内在住・在勤・在学者で中学生以上または近郊
の招待チーム
●チーム編成　
　①女性60歳以上　②女性60歳未満　③男女混合（男性
の代わりに女性が入った場合は1人につき1ポイントとする）
　※エントリーの少ない種目は他の種目に含まれる場合が
あります。
●参加費　１チーム　１，０００円
●申し込み　９月２0日（火）までに参加費を添えて海田町
体育協会事務局（海田町文化スポーツ協会 織田幹雄ス
クエア内）へ。
●その他　この大会における傷害については応急処置の
みとする。その後はスポーツ傷害保険で処理する。海田町文化祭 in 織田幹雄スクエアイベント

　 一般社団法人海田町文化スポーツ協会　☎516-5525
　 織田幹雄スクエア　☎822-7373　FAX.824-1125
問

　海田町文化スポーツ協会の講座会員・団体会員などの
「発表の場」として、作品展示やステージ発表を行います。
なお、バザーはありません。
●日時　前日祭　9月17日（土）
　　　　　　　　13時～17時（作品展示）
　　　　　　　　17時30分～19時（ステージ）
　　　　当日祭　9月18日（日）　
　　　　　　　　9時30分～15時（作品展示）
　　　　　　　　9時30分～15時（ステージ）
●場所　織田幹雄スクエア働く大人の趣味探し講座

「コーヒーを楽しむ」イベント

　 織田幹雄スクエア
☎822-7373　FAX.824-1125
問

　お仕事帰りのちょっとした時間……コーヒーの香りで癒
やしのひと時を過ごしませんか？ 
　初心者大歓迎です。
　第１回　おいしいアイスコーヒーの作り方
　第２回　おいしいコーヒーの淹れ方
　全2回の講座ですが、1回だけの参加もできます。
●日時　9月22日（木）・10月6日（木） 18時30分～20時
●場所　織田幹雄スクエア 306学習室
●対象　おおむね18歳以上の人
●講師　NPO法人「一杯のコーヒーから地球が見える」
　山本 麻子さん（公認インストラクター）
●定員　10人（先着順）
●持ち物　ふきん・エプロン・筆記用具
●参加費　1人500円（2回分）　※第１回開催時に集めます。
●申し込み　9月3日（土）9時から電話または窓口へ
●注意事項　ケガや事故への対応は、公民館総合保障で
対応します。

　就職のために必要な資格の取得を支援する『医療事務取
得講座』を行います。くわしくは、広島県ひとり親家庭等福
祉連合会のホームページを確認してください。
●対象　母子家庭の母、父子家庭の父、ひとり親家庭の児
童（20歳未満）、寡婦　
●実施期間　9月25日（日）～12月4日（日）(毎週日曜日・計11回）
●会場　ひまわりプラザ
●定員　10人（応募者多数の場合は抽選）
●費用　無料(検定料7,500円は自己負担）
●募集期間　9月10日（土）まで
●申し込み　電話、FAXまたはメール
　（hiro-kenboshi2@kvf.biglobe.ne.jp）で広島県ひと
り親家庭等福祉連合会へ　

ひとり親家庭等のための講座イベント

　 (一財）広島県ひとり親家庭等福祉連合会
☎227-2377（FAX兼用）
問

日にち

９月１４日
（水） ９時３０分 海田市駅

切符売り場

コース 集合時間 集合場所

　海田・船越歩こう会は海田町と安芸区の皆さんで結成さ
れたウォーキンググループです。
　海田町内や安芸区をはじめ、近隣を楽しくウォーキングし
ています。一緒に歩く仲間を募集しています。あなたも仲間
に加わりませんか？
●年会費　500円
●活動日　毎月第2・4水曜日(8・12月を除く)
●持ち物　運動できる服装・靴・飲み物・タオル・帽子など。
場所によって交通費が必要です。手には何も持たないよ
うにお願いします。

※雨天の場合は中止します。（NHK7時の
　天気予報で降水確率60％以上の場合）
　くわしくは電話で保健センターへ。

海田・船越歩こう会に
参加しませんか？イベント

　 保健センター
☎823-4418　FAX.823-0020
問

９～10月の日程

二葉の里　歴史の散歩道
※交通費が必要です。

９月28日
（水） ９時３０分 織田幹雄スク

エア玄関前
安芸中野駅まで歩こう
※交通費（帰り分）が必要です。

10月12日
（水） ９時３０分 海田市駅

切符売り場
畑賀村水害碑・品秀寺
※交通費が必要です。

10月26日
（水） ９時３０分 海田市駅

切符売り場
宇品灯台（南区元宇品町）
※交通費が必要です。


