
    

    

    

    
 

 

 

 

企業・団体等との連携事業 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

    
 

   
  ◇日 時 ５５５５月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（水水水水））））午後午後午後午後1111時時時時～～～～5555時時時時 

   ◇場 所 沼田公民館 大集会室 

◇対 象 興味のある方ならどなたでも    

◇内 容 講演会「心の持ち方とメタボリックシンドローム」 

            (講師：製薬会社課長 平越純さん) 

      各種測定会ほか 

◇定 員 １００名（申込み順） 

◇参加費 無料 

◇申 込 5月20日(日)までに公民館まで 

   ◇共 催 くすりのあきてんしん堂 

 

 

 

朝はまだまだ眠いのに…。どうして朝ごはんを食べなきゃいけない

の？そんな「食」の基本をテーマに、食育に関するおはなしと、調理 の

実習をおこないます。これを機に親子で「食」の大切さについて考え

てみませんか？ 
 

◇メニュー オムレツパン、野菜のスープ煮、新じゃが芋の丸ゆで 

◇日  時 ５５５５月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（日日日日））））午前午前午前午前10101010時時時時～～～～午後午後午後午後1111時時時時 

  ◇対  象 小学１～３年生の親子 

◇定  員 １５組（申込み順） 

◇講  師 「エプロンママ」のみなさん 

◇材 料 費 ４００円／人 

◇持 参 物 エプロン、三角巾（バンダナ）、ふきん２枚 

 

 

 

  いよいよ今月から始まります。会員以外の方もどうぞ！ 

◇日 時 ５５５５月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（金金金金））））    午前午前午前午前10101010時時時時～～～～11111111時半時半時半時半    

◇内 容 お薬ができるまで 

◇講 師 日本医学ボランティア会広島支部 山田 輝彦さん 

◇対 象 おおむね６０歳以上の方 

  ※会員の方は、はがき代５００円をご持参ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員の異動のお知らせ（5月1日付） 

■お世話になりました。 

主事：中村 賢一（まちづくり市民交流プラザへ） 

■よろしくお願いします 

    主査：神中 豊明（藤の木公民館から） 

■引き続きよろしくお願いします。 

館長：湊 朗  主事：坂井 佳与子 派遣スタッフ：末益 千恵子 

 

 
 

 

すでにサポーターとして活動されている方もこれから活動してみよう

かな、と思っている方も、一緒に学んでみませんか？ 
 

回 日  時 内   容 

① ５５５５月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（水水水水））））    子どもが喜ぶ簡単おもちゃつくり 

② ６６６６月月月月    ６６６６日日日日（（（（水水水水））））    いざという時の救急法を学ぼう 

③ ６６６６月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（水水水水））））    

④ ７７７７月月月月    ４４４４日日日日（（（（水水水水））））    

保育のプロから学ぼう～手遊び歌・ 

親子遊び・子どもとの関わり方～ 
 

※③・④は同じ内容となります。園児の生活を考慮し、２チームに 

分けて実施します。希望の日をお伝えください。 

◇時 間 いずれもいずれもいずれもいずれも午前午前午前午前10101010時時時時～～～～正午正午正午正午 

◇場 所 ①・②は、沼田公民館 ③・④は沼田保育園 

◇対 象 地域で子育て支援に携わっている方、興味のある方 

◇定 員 ３０名（申込み順） 

◇申込み 託児をご利用の方は申込みの際、必ずご連絡ください。 

※託児の持参物は申込み時に連絡します。 

◇持参物 ①はさみ、ものさし（以降は前の回でお伝えします。） 

 

    
    

 
申込みの必要はありませんので、自由にお越し下さい。 

  ボランティアの方が質問にお答えします。 
（パソコンの持ち込みもできます。） 

◇日 時 ５５５５月月月月１０１０１０１０日日日日((((木木木木))))・・・・２４２４２４２４日日日日((((木木木木))))    午前午前午前午前９９９９時時時時～～～～正午正午正午正午    

  ◇場 所 沼田公民館 会議室２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○講座のお申込・お問合せは沼田公民館まで℡・Fax８４８－０２４２ 

※公民館主催講座のお申込みの際にお伺いした個人情報については、講座に関連した諸連絡以外の目的で使用いたしません。 

    

Ｎｏ.３６７  ２００７年（平成１９年）５月６日（日）    
                                              

 

          

 

 

 

発行／(財)広島市ひと・まちネットワーク 広島市沼田公民館  〒731－3161広島市安佐南区沼田町伴５６９７   

TEL・FAX(０８２)８４８－０２４２［ホームページ］http://www.hitomachi.city.hiroshima.jp/numata-k/   

休館日の案内（5/6から6/2まで） 

・毎週火曜日（5/8，15，22，29） 

 

開館時間 午前8時30分～午後10時 

ふるさとの香り 沼田町 
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◆◆◆◆日時日時日時日時：：：：５５５５月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（土土土土））））    

（（（（受付時間受付時間受付時間受付時間））））午前午前午前午前10101010時時時時～～～～午後午後午後午後0000時半時半時半時半    午後午後午後午後1111時半時半時半時半～～～～4444時時時時    

◆◆◆◆場所場所場所場所：：：：フレスタフレスタフレスタフレスタ沼田店沼田店沼田店沼田店    

◆◆◆◆主催主催主催主催：：：：伴地区献血推進協力会伴地区献血推進協力会伴地区献血推進協力会伴地区献血推進協力会    広島広島広島広島ニューシティライオンズクラブニューシティライオンズクラブニューシティライオンズクラブニューシティライオンズクラブ    

 
 
                                                                         

今年で５年目を迎えた「自然体験学習・おくはた分校」が、３６家

族１３４名の参加のもと、４月２２日（日）に開校しました。 

旧伴小学校奥畑分校（現奥畑集会所）で行われた入学式では、伊藤

校長と公民館館長のあいさつの後、参加者であるおくはた分校生、ス

タッフであるおくはた電ボ隊の紹介があり、それぞれが元気で個性あ

る自己紹介で会場を盛り上げていました。 

式の後、奥畑ハイキングを行いました。あいにくの雨のため、予定

していたコースを短く 

した形となってしま 

いましたが、牛を飼 

っている家にお邪魔 

して牛と対面したり、 

ホタル公園で４つ葉の 

クローバーを探す人が 

いたりと短い時間なが 

らハイキングを楽しん 

でいました。 

    
一年間一年間一年間一年間、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします！！！！    



 
     

妊婦妊婦妊婦妊婦さんさんさんさん、、、、００００歳児歳児歳児歳児のおのおのおのお母母母母さんさんさんさん対象対象対象対象    
「「「「沼田沼田沼田沼田 たまごたまごたまごたまごクラブクラブクラブクラブ」」」」    

◇日 時  ５５５５月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（金金金金））））午前午前午前午前10101010時時時時～～～～11111111時時時時半半半半 

◇内 容  お疲れママの体に効くツボを教えてもらおう 

◇日 時 ６６６６月月月月    ８８８８日日日日（（（（金金金金））））午前午前午前午前10101010時時時時～～～～11111111時時時時半半半半 

◇内 容 子どもが喜ぶかんたんおもちゃ作り 

◇定  員  各２０名（できるだけ事前にお申し込みください） 

◇持参物  ものさし、はさみ（６月のみ）、飲み物 

◇お知らせ たまごクラブの後に沼田保育園でラブラブ育児があります 
 

未就園児未就園児未就園児未就園児とととと保護者保護者保護者保護者対象対象対象対象（（（（００００歳歳歳歳からどうぞからどうぞからどうぞからどうぞ））））    
「「「「おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会」」」」    

毎月オススメ絵本の読み聞かせをしています。 

子どもだけでなく、大人も一緒に楽しめますよ。 

◇日 時 ５５５５月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（金金金金））））午前午前午前午前10101010時時時時半半半半～～～～11111111時時時時半半半半 

◇場 所 沼田公民館 会議室２ 

◇内 容 絵本の読み聞かせ。楽しい遊びもあります 

     「こののりものだあれ」ほか 

◇申込み 不要。お気軽にお越しください 
 

沼田保育園沼田保育園沼田保育園沼田保育園からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    
「一斉園庭開放」 

◇日 時 ５５５５月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（木木木木））））午前午前午前午前9999時時時時半半半半～～～～11111111時時時時 

◇場 所    沼田保育園沼田保育園沼田保育園沼田保育園    

◇対 象 未就園児親子 

◇内 容 園庭で園児と一緒に遊びましょう 

育児相談、絵本の貸し出しほか 

◇申込み 不要。お気軽にお越しください 

    

    
    

（（（（１１１１））））ウォーキンググループウォーキンググループウォーキンググループウォーキンググループ    

このたび、沼田地区を拠点としたウォーキンググループを結成 

することになりました。現在、メンバーを募集しています！ 

歩くことの好きな方の参加をお待ちしています。 

グループ名も同時に募集しています。 

☆日  時 ５５５５月月月月１６１６１６１６日日日日((((水水水水))))午前午前午前午前9999時半時半時半時半～～～～    

☆集合場所  沼田公民館 研修室２ 

☆内  容 公民館周辺のウォーキング 

と今後の活動について 

☆連 絡 先 沼田公民館まで 
 

（（（（２２２２））））押押押押しししし花花花花体験体験体験体験会会会会    

公民館活動サークル「押し花あじさい」による体験会です。    
自然やお花の好きな方の参加をお待ちしています。 

☆日時  ①５５５５月月月月１７１７１７１７日日日日((((木木木木))))    午前午前午前午前10101010時時時時～～～～正午正午正午正午    

・内容   「簡単押し花キットによる押し花の作り方」 

          （持参物）ティッシュ、はさみ、筆記用具 

②５５５５月月月月３１３１３１３１日日日日((((木木木木))))    午前午前午前午前10101010時時時時～～～～正午正午正午正午    

          「押し花でミニ絵額つくり」 

      （持参物）前回押した押し花、はさみ、筆記用具、 

ティッシュ、新聞紙半日分 

    ☆材料費 １,３５０円（２回分） 

☆連絡先  岩本（TEL ８４８－３５２４）まで 
 

（（（（３３３３））））青少年青少年青少年青少年リズムリズムリズムリズム・・・・ダンスクラブダンスクラブダンスクラブダンスクラブ    

    銭太鼓・フォークダンスを通して仲間づくりしませんか！ 

    ☆活動日時 原則毎週土曜日 午後4時半～7時 

    ☆対  象 子どもから大人まで 

    ☆連 絡 先  沼田公民館まで 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

００００、、、、１１１１歳児歳児歳児歳児（（（（第第第第１１１１子子子子））））をををを持持持持つおつおつおつお母母母母さんさんさんさん対象対象対象対象    

「「「「おかあさんのおかあさんのおかあさんのおかあさんの広場広場広場広場」」」」    
時間内は出入り自由のオープンスペースです。申し込み不要♪    

今月はベビーサインの講習会がありますよ☆ 

◇日 時  ５５５５月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（水水水水））））午前午前午前午前10101010時時時時～～～～11111111時時時時半半半半 

 ◇場 所 沼田公民館 大集会室 

◇内 容  体験！ベビーサインの世界へようこそ♪ 

 ◇持参物 Mｙカップ（コーヒー用）、参加費５０円 

 ◇お知らせ ９時半から安佐南保健ｾﾝﾀｰの健康相談があります 
 

２２２２、、、、３３３３歳児歳児歳児歳児とととと保護者保護者保護者保護者対象対象対象対象    
「「「「なかよしなかよしなかよしなかよしクラブクラブクラブクラブ」」」」    

時間内は出入り自由のオープンスペースです。申し込み不要♪ 

「ごっこあそび」のスペースを用意して待っています♪ 

◇日 時 ５５５５月月月月９９９９日日日日（（（（水水水水））））午前午前午前午前10101010時時時時～～～～11111111時時時時半半半半    

    ◇場 所 沼田公民館 大集会室 

◇内 容 オープンスペース 

◇持参物 Mｙカップ（保護者）、子ども用飲み物、参加費５０円 

◇お知らせ サポーター大募集中！ 
 

伴保育園伴保育園伴保育園伴保育園からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    

「「「「子育子育子育子育 てててて支援講座支援講座支援講座支援講座」」」」    
◇日 時 ６６６６月月月月９９９９日日日日（（（（土土土土））））午前午前午前午前10101010時時時時半半半半～～～～正午正午正午正午 

◇場 所    伴保育園伴保育園伴保育園伴保育園    専念寺本堂専念寺本堂専念寺本堂専念寺本堂    

◇対象・定員 未就園児とその保護者１５組(講演中は託児を行います。) 

◇内 容 子育てを楽しむ（講師：こども療育センター 平野由子さん）     

◇申込み ５月１５日(火)までに伴保育園(TEL８４８－４９２５)へ。 

         

 

 

 

 

 

 

子どもから大人まで 初心者も経験者もＯＫ 

親子・友達同士でご参加ください。 

★日 時 ６６６６月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（日日日日））））午前午前午前午前9999時半時半時半時半～～～～午後午後午後午後0000時半時半時半時半 

★場 所 安佐南区スポーツセンター 

★対 象 小学生以上の男女 

★参加費 １００円(保険代含む) 

★申込先 ８４８－４８１９（伴地区スポーツクラブ運営委員） 

★主 催 伴地区スポーツクラブ 共催：安佐南区スポーツセンター 

 

 

 

毎年恒例となったオーバーナイト・トレーニングが４月７日(土)に

行われました。１０ｋｍと２５ｋｍの２コースを３歳から７４歳まで

の５０チーム総勢２８５名が参加されました。 

 深夜にもかかわらず、みなさん元気に完歩されました。今年の結果

は、以下のとおりです。 

１０ｋｍコース ＜３１チーム参加＞ 

１位 藤井咲良、国光祥子、上田直美・なつみ、鈴木郁美 

２位 上原由香・愛花、原尻祐里・美咲・晶穂、前深里 

３位 富吉しのぶ・真由、向井有生、出雲由喜彦・凌、泉裕貴、横山理輝 

【敬称略】 

２５ｋｍコース ＜１９チーム参加＞ 

１位 高橋由布子、及川直子、水口晴美 

２位 寄木真由美、上原澪、新田梓、林優衣・真衣、見谷香苗、玉木優衣 

３位 来迎将太、大前浩太郎、高野竜二・大貴、横浜翔太・隆二 

【敬称略】 

 

    

伴地区伴地区伴地区伴地区スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブからからからからのおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

この広報は、次の各新聞販売店のご厚意により新聞折り込みしていただいております。 

◇中国新聞沼田販売所 ◇中国新聞沼田西営業所 ◇朝日新聞ＡＳＡ安 ◇朝日新聞ＡＳＡ広島販売西風新都支店 ◇読売新聞ＹＣ安 


