
広島市佐伯区地域福祉センター 

 

 

福祉を目的とする交流及び活動の場による、地域における市民の自主的な福祉活動を支援し、地
域福祉の増進を図るため、設置しているものです。 
 
●郵便番号   ７３１－５１３５ 
●所在地    広島市佐伯区海老園一丁目４番５号（佐伯区役所別館） 
●休館日    毎月第３日曜日、８月６日、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 
●開館時間   ９：００～２１：００ 
■施設詳細及び使用料 
※施設の設置目的内の使用は原則として無料ですが、目的外に使用する場合には、 
下記に記載の使用料をいただきます。 

 

階 種別 室名 収容人数 床面積 使用料（税込み） 

５ 会議・研修 小会議室 ３０人 ７６㎡ 
１，３８０円 

（３時間まで） 

５ 会議・研修 ボランティア研修室 ３０人 ７６㎡ 
１，３８０円 

（３時間まで） 

６ 会議・研修 大会議室１・２・３ １２０人 ２００㎡ 
７，０８０円 

（３時間まで） 

６ 会議・研修 大会議室（２/３） 
６６人～  

７２人 

１３６～  

１４１㎡ 

４，７２０円 

（３時間まで） 

６ 会議・研修 大会議室（１/３） 
３０人～  

３６人 

５８～  

７８㎡ 

２，３６０円 

（３時間まで） 

 

■施設情報 
付帯施設・設備  佐伯区社会福祉協議会事務局、ボランティアセンター、ボランティア研修室、 

点字印刷室、朗読録音室、録音作業室、印刷作業室、相談室、共同作業室、 
大会議室、小会議室、多目的室 

申込方法  地域福祉センター事業目的の範囲内で使用する場合は使用日３ヶ月前から、 
その他の場合は使用日の１ヶ月前から、所定の使用申請書を提出 

申込受付  使用申請受付時間は休館日を除く８時３０分から１７時１５分まで 
交通機関  （ＪＲ）山陽本線 五日市駅下車徒歩１０分 

（広電電車）宮島線 佐伯区役所前下車徒歩１分 
（広電バス）佐伯区役所前下車徒歩１分 

駐車場  ３７台 
※  館内は禁煙です。 
 
お問い合わせ 
広島市佐伯区社会福祉協議会 
TEL ０８２－９２１－３１１３ FAX ０８２－９２４－２３４９ 

  



広島市老人いこいの家 さつき荘 

 

 

高齢者に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を提供し、もって高齢者の心身の健
康の増進を図るため設置しているものです。 
 
●郵便番号    ７３１－５１０１ 
●所在地     広島市佐伯区五月が丘四丁目１４－１０ 
●休館日     火曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日（１月２日を除く）、 

        ８月６日、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 
●開館時間    ９：００～１７：００ 
■施設内容、料金 目的内使用（高齢者に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を

提供、心身の健康の増進を図ることを目的とした使用で営利活動でないこと
等）の場合は無料。 

 

■施設詳細 
＊施設の設置目的内での使用は原則として無料ですが、目的以外で使用される場合は、下記の使
用料金をいただきます。 

 種別 室名 床面積 使用料（税込み） 

１ 大広間 大広間 ３２畳 １，３８０円（３時間まで） 

２ 和室 娯楽室 １０畳 １，３８０円（３時間まで） 

３ ホール ホール ３０㎡ 無料 

４ 浴室 浴室 １３㎡ 無料 

 

■施設情報 
◇付帯施設・設備  湯沸室、植栽 
◇申込方法     目的範囲内で使用する場合は使用日の１ヶ月前から、その他の場合は使 

用日の１０日前から所定の申請書を提出。 
◇交通機関     ＪＲ：五日市駅下車約９．５km 

バス：広電バス五日市駅北口⇒石内線（五月が丘経由）、五月が丘４丁目 
下車２９０m 

◇駐車場      ３台 
 
※館内禁煙。 
 
お問い合わせ 
広島市老人いこいの家 さつき荘 
TEL ０８２－９４１－４１９７ 

  



広島市老人いこいの家 新宮山荘 

 

 

高齢者に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を提供し、もって高齢者の心身の健
康の増進を図るため設置しているものです。 
 
●郵便番号    ７３１－５１０２ 
●所在地     広島市佐伯区五日市町石内９４０－２ 
●休館日     火曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日（１月２日を除く）、 

        ８月６日、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 
●開館時間    ９：００～１７：００ 
■施設内容、料金 目的内使用（高齢者に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を

提供、心身の健康の増進を図ることを目的とした使用で営利活動でないこと
等）の場合は無料。 

 

■施設詳細 
＊施設の設置目的内での使用は原則として無料ですが、目的以外で使用される場合は、下記の使
用料金をいただきます。 

 種別 室名 床面積 使用料（税込み） 

１ 大広間 大広間 ３８．５畳 １，３８０円（３時間まで） 

２ 和室 娯楽室 ８畳 １，３８０円（３時間まで） 

 

■施設情報 
◇付帯施設・設備  湯沸室、植栽 
◇貸出機器     ホワイトボード 
◇申込方法     目的範囲内で使用する場合は使用日の１ヶ月前から、その他の場合は使 

用日の１０日前から所定の申請書を提出。 
◇交通機関     ＪＲ：五日市駅下車約７km 

バス：広電バス五日市駅北口⇒市立大学線 
   石内公会堂（旧道）下車約１７０m 
   下沖（福祉センター前）下車約５５０m 

◇駐車場      なし 
 
※館内禁煙。 
 
お問い合わせ 
広島市老人いこいの家 新宮山荘 
TEL ０８２－９２８－３０１７ 

  



広島市老人いこいの家 窓山荘 

 

 

高齢者に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を提供し、もって高齢者の心身の健
康の増進を図るため設置しているものです。 
 
●郵便番号    ７３１－５１５１ 
●所在地     広島市佐伯区五日市町上河内５３９ 
●休館日     火曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日（１月２日を除く）、 

        ８月６日、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 
●開館時間    ９：００～１７：００ 
■施設内容、料金 目的内使用（高齢者に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を

提供、心身の健康の増進を図ることを目的とした使用で営利活動でないこと
等）の場合は無料。 

 

■施設詳細 
＊施設の設置目的内での使用は原則として無料ですが、目的以外で使用される場合は、下記の使
用料金をいただきます。 

 種別 室名 床面積 使用料（税込み） 

１ 大広間 大広間 ４２畳 １，３８０円（３時間まで） 

２ 和室 娯楽室 １０畳 １，３８０円（３時間まで） 

３ ホール ホール ４８㎡ 無料 

４ 浴室 浴室 ２５㎡ 無料 

 

■施設情報 
◇付帯施設・設備  湯沸室、植栽、グラウンド 
◇貸出機器     碁石セット 
◇申込方法     目的範囲内で使用する場合は使用日の１ヶ月前から、その他の場合は使 

用日の１０日前から所定の申請書を提出。 
◇交通機関     ＪＲ：五日市駅下車約７．５km 

バス：広電バス五日市駅南口⇒湯来線、藤の木団地線 
河内農協前下車約２２０m 

◇駐車場      なし 
 
※館内禁煙。 
 
お問い合わせ 
広島市老人いこいの家 窓山荘 
TEL ０８２－９２８－５０７７ 

  



広島市老人いこいの家 八幡荘 

 

 

高齢者に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を提供し、もって高齢者の心身の健
康の増進を図るため設置しているものです。 
 
●郵便番号    ７３１－５１１６ 
●所在地     広島市佐伯区八幡三丁目７－２４ 
●休館日     火曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日（１月２日を除く）、 

        ８月６日、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 
●開館時間    ９：００～１７：００ 
■施設内容、料金 目的内使用（高齢者に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を

提供、心身の健康の増進を図ることを目的とした使用で営利活動でないこと
等）の場合は無料。 

 

■施設詳細 
＊施設の設置目的内での使用は原則として無料ですが、目的以外で使用される場合は、下記の使
用料金をいただきます。 

 種別 室名 床面積 使用料（税込み） 

１ 大広間 大広間 ４８畳 ４，２３０円（３時間まで） 

２ 和室 娯楽室 １０畳 １，３８０円（３時間まで） 

３ 和室 談話室 ８畳 １，３８０円（３時間まで） 

４ ホール ホール ３５㎡ 無料 

５ 浴室 浴室 １７㎡ 無料 

 

■施設情報 
◇付帯施設・設備  湯沸室、植栽 
◇貸出機器     碁石セット、ホワイトボード 
◇申込方法     目的範囲内で使用する場合は使用日の１ヶ月前から、その他の場合は使 

使用日の１０日前から所定の申請書を提出。 
◇交通機関     ＪＲ：五日市駅下車約４．７km 

バス：広電バス五日市駅南口⇒湯来線、寺地下車約５００m 
：広電バス五日市駅北口⇒彩が丘団地線、寺地下車約５００m 

◇駐車場      なし 
 
※館内禁煙。 
 
お問い合わせ 
広島市老人いこいの家 八幡荘 
TEL ０８２－９２８－００６１ 

  



広島市老人いこいの家 倉重荘 

 

 

高齢者に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を提供し、もって高齢者の心身の健
康の増進を図るため設置しているものです。 
 
●郵便番号    ７３１－５１５７ 
●所在地     広島市佐伯区観音台二丁目３１－１ 
●休館日     火曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日（１月２日を除く）、 

        ８月６日、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 
●開館時間    ９：００～１７：００ 
■施設内容、料金 目的内使用（高齢者に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を

提供、心身の健康の増進を図ることを目的とした使用で営利活動でないこと
等）の場合は無料。 

 

■施設詳細 
＊施設の設置目的内での使用は原則として無料ですが、目的以外で使用される場合は、下記の使
用料金をいただきます。 

 種別 室名 床面積 使用料（税込み） 

１ 大広間 大広間 ３６畳 １，３８０円（３時間まで） 

２ 和室 娯楽室 １０畳 １，３８０円（３時間まで） 

３ 和室 娯楽室 １０畳 １，３８０円（３時間まで） 

４ 和室 娯楽室 ８畳 １，３８０円（３時間まで） 

５ 和室 談話室 ８畳 １，３８０円（３時間まで） 

６ 浴室 浴室 １７㎡ 無料 

 

■施設情報 
◇付帯施設・設備  湯沸室、植栽 
◇貸出機器     碁石セット、ホワイトボード 
◇申込方法     目的範囲内で使用する場合は使用日の１ヶ月前から、その他の場合は使 

用日の１０日前から所定の申請書を提出。 
◇交通機関     ＪＲ：五日市駅下車約４．５km 

バス：広電バス東観音台線、東観音台入り口下車約１５０m 
◇駐車場      なし 
 
※館内禁煙。 
 
お問い合わせ 
広島市老人いこいの家 倉重荘 
TEL ０８２－９２３－７２７０ 

  



広島市老人いこいの家 五日市荘 

 

 

高齢者に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を提供し、もって高齢者の心身の健
康の増進を図るため設置しているものです。 
 
●郵便番号    ７３１－５１２６ 
●所在地     広島市佐伯区新宮苑１２－８ 
●休館日     火曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日（１月２日を除く）、 

        ８月６日、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 
●開館時間    ９：００～１７：００ 
■施設内容、料金 目的内使用（高齢者に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を

提供、心身の健康の増進を図ることを目的とした使用で営利活動でないこと
等）の場合は無料。 

 

■施設詳細 
＊施設の設置目的内での使用は原則として無料ですが、目的以外で使用される場合は、下記の使
用料金をいただきます。 

 種別 室名 床面積 使用料（税込み） 

１ 大広間 大広間 ６４畳 ４，２３０円（３時間まで） 

２ 和室 娯楽室 １０畳 １，３８０円（３時間まで） 

３ 和室 談話室 ８畳 １，３８０円（３時間まで） 

４ ホール ホール ３０㎡ 無料 

５ 浴室 浴室 １６㎡ 無料 

 

■施設情報 
◇付帯施設・設備  湯沸室、植栽 
◇貸出機器     碁石セット、ホワイトボード 
◇申込方法     目的範囲内で使用する場合は使用日の１ヶ月前から、その他の場合は使 

用日の１０日前から所定の申請書を提出。 
◇交通機関     ＪＲ：五日市駅下車約８００m 

バス：広電バス五日市駅北口⇒薬師が丘線、五日市公民館前下車 
約２００ⅿ 

◇駐車場      ３台 
 
※館内禁煙。 
 
お問い合わせ 
広島市老人いこいの家 五日市荘 
TEL ０８２－９２２－７７８９ 

  



広島市老人いこいの家 美隅荘 

 

 

高齢者に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を提供し、もって高齢者の心身の健
康の増進を図るため設置しているものです。 
 
●郵便番号    ７３１－５１４５ 
●所在地     広島市佐伯区隅の浜二丁目２－１４－１８ 
●休館日     火曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日（１月２日を除く）、 

        ８月６日、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 
●開館時間    ９：００～１７：００ 
■施設内容、料金 目的内使用（高齢者に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を

提供、心身の健康の増進を図ることを目的とした使用で営利活動でないこと
等）の場合は無料。 

 

■施設詳細 
＊施設の設置目的内での使用は原則として無料ですが、目的以外で使用される場合は、下記の使
用料金をいただきます。 

 種別 室名 床面積 使用料（税込み） 

１ 大広間 大広間 ４９．５畳 ４，２３０円（３時間まで） 

２ 和室 娯楽室 ２０畳 １，３８０円（３時間まで） 

３ 和室 談話室 １０畳 １，３８０円（３時間まで） 

４ ホール ホール ３０㎡ 無料 

５ 浴室 浴室 １７㎡ 無料 

 

■施設情報 
◇付帯施設・設備  湯沸室、植栽 
◇貸出機器     碁石セット、ホワイトボード 
◇申込方法     目的範囲内で使用する場合は使用日の１ヶ月前から、その他の場合は使 

用日の１０日前から所定の申請書を提出。 
◇交通機関     広電：楽々園駅下車約７００m 

バス：広電バス楽々園⇒四季が丘方面ゆき、隅の浜停留所下車約３００m 
◇駐車場      なし 
 
※館内禁煙。 
 
お問い合わせ 
広島市老人いこいの家 美隅荘 
TEL ０８２－９２３－２３２７ 

  



広島市老人いこいの家 楽々荘 

 

 

高齢者に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を提供し、もって高齢者の心身の健
康の増進を図るため設置しているものです。 
 
●郵便番号    ７３１－５１３６ 
●所在地     広島市佐伯区楽々園五丁目８－３２ 
●休館日     火曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日（１月２日を除く）、 

        ８月６日、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 
●開館時間    ９：００～１７：００ 
■施設内容、料金 目的内使用（高齢者に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を

提供、心身の健康の増進を図ることを目的とした使用で営利活動でないこと
等）の場合は無料。 

 

■施設詳細 
＊施設の設置目的内での使用は原則として無料ですが、目的以外で使用される場合は、下記の使
用料金をいただきます。 

 種別 室名 床面積 使用料（税込み） 

１ 大広間 大広間 ３１．５畳 １，３８０円（３時間まで） 

２ 和室 娯楽室 １０畳 １，３８０円（３時間まで） 

３ 和室 娯楽室 ８畳 １，３８０円（３時間まで） 

４ 洋室 談話室 １４㎡ 無料 

５ 浴室 浴室 ８．２㎡ 無料 

 

■施設情報 
◇付帯施設・設備  湯沸室、植栽 
◇貸出機器     碁石セット 
◇申込方法     目的範囲内で使用する場合は使用日の１ヶ月前から、その他の場合は使 

用日の１０日前から所定の申請書を提出。 
◇交通機関     広電：楽々園駅下車約５００km 
◇駐車場      １０台（楽々園公民館と共同使用） 
 
※館内禁煙。 
 
お問い合わせ 
広島市老人いこいの家 楽々荘 
TEL ０８２－９２２－９１６６ 

 


