
    

    

    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

        

    

    

    

    

    

    

    
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
高齢期だからこそ、「食事」はとっても重要です。 

◇日 時 １０１０１０１０月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（月月月月））））午後午後午後午後１１１１時時時時半半半半～～～～午後午後午後午後３３３３時時時時半半半半 

◇内 容 高齢者の「家庭でできる栄養管理」 

◇対 象 ご家族を介護されている方、介護に関心をお持ちの方 

◇講 師 特別養護老人ホーム和楽荘管理栄養士 矢野 景子さん 

◇申込み 沼田公民館へ 

◇主 催 特別養護老人ホーム和楽荘、沼田公民館 

     ※この事業は広島市からの委託事業です 

  

       
戸山にある人気のケーキ屋さんからスイーツ作りを習いましょう♪ 

◇日 時 １０１０１０１０月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（日日日日））））    午後午後午後午後１１１１時時時時半半半半～～～～３３３３時半時半時半時半    

◇メニュー 栗たっぷりのアーモンドケーキ、キャラメルミルクティー  

◇講 師 スイートキッチン「アナナス」 難波 景子さん  

◇対 象 関心のある方  託児あり 

◇定 員 ２０名（先着順。ただし１６名未満の場合は中止します） 

◇受講料 １，５００円（材料費と講師料） 

◇持参物 エプロン、三角巾（バンダナ）、ふきん２枚 

◇申込み １０月２０日（土）までに公民館へ 

 

    
足腰丈夫に、元気で活き活き暮らすヒントをお教えします。 

◇日 時 １０１０１０１０月月月月１９１９１９１９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 健康は丈夫な足腰から 

◇講 師 あおぞら鍼灸院 青景 健太さん  

◇対 象 おおむね６０歳以上の方 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

          
ワードとエクセルの基礎講習会です。 

◇開催日 10101010月月月月22222222････29292929日日日日、、、、11111111月月月月5555・・・・19191919････26262626日日日日、、、、12121212月月月月3333････10101010････17171717日日日日、、、、    

1111月月月月21212121････28282828日日日日のののの月曜日月曜日月曜日月曜日（（（（全全全全10101010回回回回））））のののの午後午後午後午後１４１４１４１４時時時時～～～～１６１６１６１６時半時半時半時半 

◇対 象 文字入力ができる方 

（過去に受講された方は申込不可。） 

◇定 員 １０名（申込み多数の場合は抽選） 

◇講 師 沼田地区ＩＴリーダーグループ 

◇受講料  10, 000円＋テキスト代 945円(初回に集めます。) 

◇申込法  往復はがきに、住所、名前(ふりがな)、電話番号を明記 

の上10101010月月月月14141414日日日日((((日日日日))))（（（（必着必着必着必着））））までにお申込みください。   

◇申込先 〒731-3161広島市安佐南区沼田町伴5697 沼田公民館 

 

         
簡単で、自分でできることからエコ生活をはじめませんか？ 

◇日 時 １１１１００００月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（水水水水））））    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    

◇内 容 大根まるごとエコ・クッキング 

◇講 師 広島市環境サポーター 狩野 美紀子さん  

◇対 象 関心のある方 ２４名（先着順）託児あり 

◇材料費 ５００円 

◇持参物 米１／２合、エプロン、三角巾（バンダナ）、ふきん２枚 

◇申込み １０月１７日（水）までに公民館へ。 

 

     
申込みの必要はありません。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。 

◇日 時 １０１０１０１０月月月月１１１１１１１１日日日日((((木木木木))))・・・・２５２５２５２５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

Ｎｏ.３７２  ２００７年（平成１９年）１０月７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（10/4まで） 

・毎週火曜日（10/9，16，23，30） 

・体育の日（10/8） 

開館時間 午前8時30分～午後10時 

ふるさとの香り 沼田町 

○講座のお申込・お問合せは沼田公民館まで℡・Fax８４８－０２４２ 

※※※※会場会場会場会場のののの表記表記表記表記のないのないのないのない講座等講座等講座等講座等についてはについてはについてはについては、、、、沼田公民館沼田公民館沼田公民館沼田公民館でのでのでのでの開催開催開催開催となりますとなりますとなりますとなります。。。。（（（（表面表面表面表面・・・・裏面共通裏面共通裏面共通裏面共通））））    

※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。 

１１１１１１１１月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（土土土土））））                １１１１１１１１月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（日日日日））））    

□オープニング     ■浜田・広島（沼田）友好駅伝 
□獅  子  舞       ■演芸発表 
□神    楽       ■ステージイベント 
□もちつき        ■もちつき 
□作品展示        ■作品展示 
□ふれあい広場         ■ふれあい広場 
□カラオケ大会     ■フィナーレ 

 
公園特設ステージ・・・・セレモニー、楽しいショー 
ふれあい広場・・・・・・うどん、むすび、おでん  
（駐車場・公園）      野菜販売、手作製品販売 ほか 
公民館各部屋・・・・・・絵画、書、陶芸、生花 など 
大集会室ステージ・・・・カラオケ大会、演芸発表 

 

 
沼田町子沼田町子沼田町子沼田町子どもどもどもども会連合会会連合会会連合会会連合会よりよりよりより    軽食軽食軽食軽食コーナコーナコーナコーナーーーー前売前売前売前売りりりり券券券券のののの販売販売販売販売についてについてについてについて    

 

 むすびセット いなりセット うどん むすび いなり 

前売り ３９０円 ３９０円 ２３０円 １８０円 １８０円 

当 日 ― ― ２５０円 ２００円 ２００円 
 

※10月1日～上旬の間に各町内会の回覧で注文表を回覧します。10月中旬

から下旬にかけて、子ども会役員さんが前売り券を配布します。 

※セット券の当日販売はありません。 

※11111111月月月月４４４４日日日日（（（（日日日日））））に前売り券の一般販売を公民館で実施いたします。 

       （（（（販売時間販売時間販売時間販売時間））））①①①①午前午前午前午前10101010時時時時～～～～11111111時時時時、、、、②②②②午後午後午後午後６６６６時時時時～～～～７７７７時時時時    

 

     交換市交換市交換市交換市をしますをしますをしますをします    家庭家庭家庭家庭でででで眠眠眠眠っているっているっているっている本本本本をををを譲譲譲譲っていただけませんかっていただけませんかっていただけませんかっていただけませんか？？？？    
 

   ふるさと祭りで「古本交換市」を開催します。持ち込みも持ち帰りも 

自由の交換会です。不要になった本やご家庭で眠っている本がありまし 

したら、公民館までお知らせください。 
 

ふるさとふるさとふるさとふるさと祭祭祭祭りのりのりのりの新新新新テーマテーマテーマテーマがががが決定決定決定決定しましたしましたしましたしました！！！！    
８月にふるさと祭りの新テーマを募集したところ、全１２作品 

が集まり、まつり委員会の厳正なる審査の結果、若葉台にお住まい 

の松井招子さんが考えてくださった左記のテーマに決定しました。 

  新しいテーマのもと、まつりを盛り上げていきましょう！！ 

 



       
９月２日（日）、全員で捕獲網とバケツを手にいざ奥畑川へと向いました。９月にしては意外に冷たい水に、 

  ちょっぴり歓声を上げながら環境サポーターの指導の下、先ず水の透明度を測定した後、いよいよ水生生物の 

  捕獲開始。水中の石を持ち上げ、その下を網で小石や砂ごとさっとすくうという作業を繰り返しました。たん 

  ねんに網の中を確認し、水生生物を確認するたびにあっちこっちで歓声が上がっていました。 

   その後、捕獲した水生生物を集会所へ持ち帰り、種類ごとに分別し、生物の写真入りの資料を見ながら、確 

   認できたサワガニやヘビトンボの幼虫など２０種類以上の水生生物を調査記録用紙に記入しました。結果、昨 

  年度に続き今年度も「きれいな水」のお墨付きをいただきました。これもひとえに、日頃よりの奥畑地区の皆 

   さんの環境浄化への不断の努力の賜物と深く敬意を表したいと思います。 

参加者一同、環境問題を考える上で、とても意義のある一日となりました。 

 

 
     
 
 

自然農法のおはなしです。日本はフードマイレージが世界一 

高いということを知っていましたか？あなたも自分で野菜を作っ 

て、スローライフを楽しみませんか？                   

◇日 時 １０１０１０１０月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（金金金金））））午後午後午後午後１１１１時半時半時半時半～～～～３３３３時半時半時半時半                                                             

 ◇場 所 沼田公民館 会議室２                

◇講 師 自然農法国際研究開発センター中国地区         

      所長 松実 能文さん                                                

◇主 催 伴女性会リサイクル村 

 

 
 
  石ケ谷峡の紅葉と１５箇所の滝を満喫しながら、ウォーキング 

を楽しむイベントです。ウォーキングの後はクアハウス湯の山で 

疲れを癒しましょう。 

◇日 時 １１１１１１１１月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（月月月月））））午前午前午前午前９９９９時時時時～～～～午後午後午後午後４４４４時時時時  

 ◇会 場 クアハウス湯の山及び石ケ谷峡 

 ◇対 象 おおむね６０歳以上の方 ２０名 

 ◇参加費 ３，５００円 

 ◇申込み 電話（８４８－２４１１）または窓口で 

安佐南区スポーツセンターへお申込みください。 

 

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 10101010月月月月12121212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 牛乳パックでマフラーを編もう 

◇定  員  １５名（先着順、要申込み） 

◇持参物  材料費３００円、子ども用飲み物 

◇お知らせ たまごクラブ後沼田保育園でわかば

ママ応援教室があります。 
 

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    

「きんさい！みんなの保育園 」 
◇日 時 10101010月月月月13131313日日日日（（（（土土土土））））午前午前午前午前10101010時時時時～～～～11111111時時時時 

◇内 容 サタデー広場 

◇対 象 ３歳未満児と父子３組 

◇日 時 10101010月月月月20202020日日日日（（（（土土土土））））午前午前午前午前10101010時時時時～～～～11111111時時時時 

◇内 容 わかばパパ応援教室 

◇対 象 はじめてパパになる人３名 

◇場 所    沼田保育園沼田保育園沼田保育園沼田保育園    

◇申込み 沼田保育園（８４８－３５９６）へ 
    

大塚母親大塚母親大塚母親大塚母親クラブクラブクラブクラブ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    
「「「「大塚大塚大塚大塚 オープンスペースオープンスペースオープンスペースオープンスペース」」」」    

◇日 時 10101010月月月月11111111日日日日（（（（木木木木））））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 

◇内 容 はば・ぼーる 人形劇 

◇参加費 無料 

◇対 象 未就園児とその保護者 

◇場 所 大塚児童館（大塚児童館内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

申し込みは不要です 

◇日 時 10101010月月月月17171717日日日日（（（（水水水水））））午前午前午前午前10101010時時時時～～～～11111111時半時半時半時半 

◇内 容 フラダンスショー 

◇お知らせ 保健センターの健康相談室もあります。 
 

伴伴伴伴っっっっ子子子子クラブクラブクラブクラブ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    
    「「「「伴伴伴伴 っっっっ子子子子 オープンスペースオープンスペースオープンスペースオープンスペース」」」」    

◇日 時 10101010月月月月30303030日日日日（（（（火火火火））））午前午前午前午前10101010時時時時～～～～11111111時時時時半半半半 

◇内 容 オープンスペース 

（ミニ図書館や遊びのコーナーもあるよ） 

◇対 象 未就園児とその保護者 

◇場 所 伴児童館（伴小学校内） 

◇持参物 飲み物 

◇申込み 不要。お気軽にお越しください    
 

伴東児童館伴東児童館伴東児童館伴東児童館    ・・・・    ともひがしくらぶともひがしくらぶともひがしくらぶともひがしくらぶ    
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    

「「「「あそびのひろばあそびのひろばあそびのひろばあそびのひろば」」」」    
◇日 時 10101010月月月月13131313日日日日（（（（土土土土））））午前午前午前午前11111111時時時時～～～～午後午後午後午後２２２２時時時時 

◇内 容 大型絵本、マジックショー、ゲーム 

     コーナー（ストライクナイン、まち 

がいさがしなど）、工作コーナー ほか 

◇場 所 伴東児童館（伴東小学校内） 

     ※車での来場はご遠慮ください 

                    

 

    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

     

      

 

 

 

             

 

 

 

 

            

            

 

未就園児未就園児未就園児未就園児とととと保護者対象保護者対象保護者対象保護者対象    
    「「「「おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会」」」」    

毎月オススメの絵本の読み聞かせをしています 

０歳児からどうぞ 

◇日 時 10101010月月月月26262626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    

◇内 容 絵本の読み聞かせと、手遊びなど 

今月の絵本「そっくりで」ほか 

◇申込み 不要。お気軽にお越しください 
 

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    

    「「「「おおおお話話話話 ででででててててここここーーーーいいいい＆＆＆＆体験入園体験入園体験入園体験入園 」」」」    
◇日 時 10101010月月月月23232323日日日日（（（（火火火火））））午前午前午前午前10101010時時時時半半半半～～～～11111111時時時時 

◇内 容 おはなしでてこーい 

エプロンシアターや手あそびなど 

◇対 象 未就園児とその保護者（申込み不要）    

◇日 時 10101010月月月月30303030日日日日（（（（水水水水））））午前午前午前午前10101010時時時時～～～～正午正午正午正午 

          当日当日当日当日受付受付受付受付：：：：9999時時時時50505050分分分分～～～～10101010時時時時        

        受付受付受付受付期間期間期間期間：：：：23232323日日日日（（（（火火火火）～）～）～）～27272727日日日日（（（（土土土土））））    

◇内 容 伴保育園体験入園 

園児と一緒にあそぼう 

◇対 象 ７ケ月～３歳４ケ月までの親子 

各クラス３組ずつ（先着順） 

◇費 用 １００円（子どもさんの食事代） 

◇持参物 衣類一式、エプロン、おむつ、 

フェイスタオル、ビニール袋 

◇場 所 伴保育園伴保育園伴保育園伴保育園 

◇申込み 伴保育園（８４８－４９２５）へ 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

         

 

    
このこのこのこの広報広報広報広報はははは、、、、次次次次のののの各新聞販売店各新聞販売店各新聞販売店各新聞販売店のごのごのごのご厚意厚意厚意厚意によりによりによりにより新聞折新聞折新聞折新聞折りりりり込込込込みしていただいておりますみしていただいておりますみしていただいております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 

奥畑川奥畑川奥畑川奥畑川でででで獲獲獲獲れたれたれたれた水生生物水生生物水生生物水生生物のののの数数数数はははは    
２０２０２０２０種類以上種類以上種類以上種類以上でしたでしたでしたでした！！！！！！！！    

 

 
   

 年少リーダーを卒業した中学生・高校生が、「ジュニアリーダー・ 

シニアリーダー」として、地域で様々なボランティア活動（沼田町盆 

踊り大会やふるさと祭りでの屋台の出店、町内一斉清掃や各子ども会・ 

地域団体の行事の手伝いなど）をしているのをご存知ですか？ 

次世代を担うこの若きリーダーたちが地域の中でもっと輝ける機会 

をと、公民館でも小学生対象事業を中心に手伝ってもらっています。 

学校の授業・クラブ活動・塾・習い事の合間をぬって会議を重ね、この 

夏は大きな行事を４つ５つかけもちしながら、なんとかすべての行事 

を終えました。受験を控えた３年生はさらに受験勉強もかけもちでの活 

動でした。行事を終えた後の疲労感の 

中にも達成感に満ちた顔は、本当に素 

敵です。『地域の人のために自分たち 

で企画し、実行する』大人になっても 

こんな経験はなかなかできません。 

 地域の皆さん、まちのどこかで彼ら 

の活動する姿を見かける機会があると 

思います。ますます充実した沼田町子 

連となるよう、これからも温かく見守 

ってください。 

  

ＹＹＹＹouououou＆Ｊ～＆Ｊ～＆Ｊ～＆Ｊ～ぼくらのぼくらのぼくらのぼくらの夏休夏休夏休夏休みみみみ～～～～    
ではではではでは、、、、小学生小学生小学生小学生のためにのためにのためにのために劇劇劇劇をををを作作作作    
ってってってって上演上演上演上演しししし、、、、大好評大好評大好評大好評でしたでしたでしたでした！！！！    


