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教養健康講座 自分でできる
リフレクソロジー講座イベント

　 福祉センター
☎823-7500　FAX.823-1411
問

　足裏の刺激は脳や体の各部に伝わり健康
へと導いてくれます。
　専用のパウダーを使った自宅で無理なく
継続できる方法を学びましょう。
●日時　2月7日（火）・2月14日（火）・2月２１日（火）・
　2月28日(火) 10時～11時30分
●場所　福祉センター 3階 和室①
●対象　海田町在住の60歳以上の人
●定員　9人（先着順）
●講師　リフレインセラピストカレッジ　深見 加寿子さん
●持ち物　フェイスタオル1枚
●参加費　1,000円（4回分）
●申し込み　１月10日（火）～１月27日（金）（土・日曜日、祝日を
除く9時～17時）の間に参加費を添えて、福祉センターへ。

放送大学 入学生募集のお知らせ募　集

　 放送大学広島学習センター
☎247-4030　FAX.247-4461
問

　放送大学は、令和5年4月入学生を募集しています。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、300以
上の幅広い授業科目があり、1科目から学ぶことができます。
●出願期間　3月14日（火）まで
 資料を無料で差し上げています。気軽に放送大学広島学
習センターまで請求してください。
●申し込み　くわしくは、放送大学広島学習センターに問
い合わせてください。

　すぎやまこういち作曲の『ドラゴンクエスト
序曲』や『千と千尋の神隠し』の挿入曲などを、
ピアノの連弾やオーボエの音色でお楽しみください。
●日時　1月29日（日） 開場13時30分　開演14時
●場所　海田東公民館 2階 大会議室
●対象　どなたでも
●定員　60人（先着順）
●出演者　沖 恵さん（オーボエ）、片山 舜さん（ピアノ）、
　片山 美希さん（ピアノ）
●主な演奏曲　『ドラゴンクエスト序曲』『ハンガリー舞曲第
５番』《千と千尋の神隠し》より『ふたたび』 ほか
●参加費　無料
●申し込み　1月5日(木)から海田東公民館の電話または
窓口へ（日曜日・祝日を除く9時～17時）。

あき交流コンサート
「オーボエとピアノデュオの調べ」イベント

　 海田東公民館
☎823-2711　FAX.824-2311
問

チャ
レンジカード

対象

沖 恵(オーボエ) 片山 舜(ピアノ) 片山 美希(ピアノ)

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。
●日時　1月13日（金）～1月16日（月）
　　　　 1月27日（金）～1月30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。

今月の催し　
むかしのくらし体験「親子でみそづくり」
　昔はみんな作っていた ！？ はじめての人も気軽
に「みそづくり」を体験してみませんか ？
●日時　１月２8日（土） １３時～１５時
●場所　旧千葉家住宅 角屋
●対象　親子5組（先着順。保護者１人に幼
児～中学生の子ども2人まで可）
●講師　大山 磨紗美さん
●持ち物　みそを持ち帰るための容器、エプロン、三角巾
（バンダナ）
●参加費　3,500円（仕込んだ味噌3.5㎏付き）
●申し込み　1月5日（木）9時から電話または窓口へ。
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報かいた1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 1月１４日（土） 1月2８日（土）

図書館

絵本の読み聞かせ
テーマ「干支（うさぎ）」

絵本の読み聞かせ
テーマ「紙芝居」

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 1月６日（金） １月２０日（金） ２月３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

　1月の読書のテーマは「日本の歴史」です。
　今月は日本に関する歴史の本を展示しています。
●休館日　1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）
　1月1日（日・祝）～1月3日（火）（年始休館）
　1月31日（火・祝）（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
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チャ
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対象

　 地域包括支援センター（役場１階）
☎821-3210　FAX.824-0291
問

　「タブレットに興味はあるけれど、よくわからない」、「自分
にタブレットは使えるだろうか」と思っている人、タブレット
を購入前に試してみたい人は、実際にタブレットに触れて、
体験してみませんか。
●日時　1月20日（金） 13時30分～15時30分
●場所　海田東公民館 2階 視聴覚室
●対象　タブレットに興味・関心がある
　町内在住の65歳以上の高齢者など
●定員　15人（先着順）
●講師　ソフトバンク株式会社 スマホアドバイザー
●持ち物　筆記用具　※タブレット（ｉＰａｄ）を1人1台貸し
出します。
●参加費　無料
●申し込み　電話またはＦＡＸで地域包括支援センターへ。

見て、触れて、初めて体験する
タブレット教室 ！イベント

●日時　2月12日（日） 8時から受け付け開始
●場所　瀬野川河川敷特設コース
●参加費　小中高生 1チーム 3,000円
　　　　　一般チーム 1チーム 5,000円
　　　　　（協会窓口または現金書留・振込）
●種目　小学生男子の部・女子の部（1km×6区間）
　　　　中学生男子の部・女子の部（1.5km×6区間）
　　　　中高生男子の部・女子の部（1km×6区間）
　　　　一般男子の部・女子の部（1km×6区間）
　　　　一般男子1.5kmの部（1.5km×6区間）
　　　　※男子の部に男女混合可能
●チーム編成　監督1人（18歳以上）、選手6人、補員2人以
内、合計9人まで(選手または補員と監督の兼任可)
●申し込み　1月20日（金）までに海田
町スポーツブログへ。

第41回
織田幹雄記念駅伝大会イベント

　 海田町文化スポーツ協会
☎516-5525
問

チャ
レンジカード

対象

スマホ写真＋インスタグラム講座イベント

　 魅力づくり推進課（役場3階）
☎823-9234　FAX.823-9203
問

　「スマホですてきな写真を撮りたい！」、「インスタをはじめ
てみたい！」と思っている人向けの写真撮影のコツとインス
タグラムの開設・操作方法を学ぶ講座です。
　実践レッスンとして「旧千葉家住宅」で撮影会を行いイン
スタグラムに投稿します。歴史を感じながらイイネの第一歩
をはじめてみませんか？
●日時　1月16日（月） 10時～12時
●場所　織田幹雄スクエア 306学習室
●対象　スマートフォンを使っている人
●定員　各10人
●講師　渡貫 久さん
●持ち物　スマートフォン
●参加費　無料
●申し込み　1月9日（月）までに役場へ直接、電話、メール、
Faxで申し込んでください。

　スマホで素敵な写真を撮りたい！インスタをはじめてみた
い！写真撮影のコツとインスタグラムの開設・操作方法を学
びます。
　実践レッスンとして「旧千葉家住宅」で撮影会を行いイン
スタグラムに投稿します。歴史を感じながらイイネの第一歩
はじめてみませんか？
●日時　1月16日（月） 10時～12時
●場所　織田幹雄スクエア 306学習室
●対象　スマートフォンを使っている人
●定員　10人
●講師　渡貫 久さん
●持ち物　スマートフォン
●参加費　無料
●申し込み　1月9日（月・祝）までに魅力づくり推進課へ直
接、電話、メール、FAXで申し込んでください。

　ボッチャとは、ヨーロッパで生まれた今注目のユニバーサ
ルスポーツで、パラリンピックの正式種目です。子どもから
大人まで誰でも楽しめるボッチャを体験してみませんか。
●日時　1月29日（日） 10時～12時
●場所　織田幹雄スクエア 303多目的室、304・305学習室
●対象 どなたでも（車いすでの参加可）
●定員 16人（先着順）
●講師 一般社団法人 広島県ボッチャ協会
●持ち物　上履き
●参加費　無料
●申し込み　1月5日（木）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。

ハートフル講座
「ボッチャ教室」イベント

　 織田幹雄スクエア
☎822-7373　FAX.824-1125
問
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