
Ｎｏ.３９４  ２００９年（平成２１年）８月２日（日）    
                                              

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人形劇などを見ながら、平和についてじっくり考えてみましょう  

◇日 時 ８８８８月月月月３３３３日日日日（（（（月月月月））））１４１４１４１４：：：：００００００００～～～～１５１５１５１５：：：：００００００００ 

◇場 所 大塚児童館（大塚小学校内） 

  ◇内 容 絵本・ペープサート・人形劇・エプロンシアター 

◇演 奏 人形劇団「あひる座」 

◇対 象 どなたでも 

◇申込み 不要 

◇主 催 大塚児童館、沼田公民館 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○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。 

◇問合せ 沼田保育園 

(�848-3596)  

◇場  所 沼田保育園 

わかばママ応援教室 

◇日 時 ８８８８月月月月 14141414 日日日日((((金金金金))))    11111111：：：：30303030～～～～12121212：：：：30303030    

◇対 象 初妊婦とその夫３組（要予約） 

◇問合せ  伴保育園  

        (�848-4925)  

◇場 所  伴保育園 

わかばママ教室 

◇日 時 ８８８８月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（水水水水）））） 10 10 10 10：：：：00000000～～～～11111111：：：：00000000    

◇対 象 はじめてママになる人２名 (要予約) 

わかばパパ教室 

◇日 時 ８８８８月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（土土土土）））） 10 10 10 10：：：：00000000～～～～11111111：：：：00000000    

◇対 象 はじめてパパになる人２名 (要予約) 

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（9/6まで） 
・毎週火曜日（8/4、11、18、25、9/1） 
・8/6（平和記念日） 
 

開館時間 

 午前8時30分～午後10時 

ふるさとのふるさとのふるさとのふるさとの香香香香りりりり    沼田町沼田町沼田町沼田町    

わかばパパ応援教室 

◇日 時 ８８８８月月月月８８８８日日日日（（（（土土土土））））10101010：：：：00000000～～～～11111111：：：：00000000    

◇対 象 初妊婦の夫とその妻３組（要予約） 

大きくなったね ※身体測定 

◇日 時 ８８８８月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（火火火火））））    

10101010：：：：00000000～～～～10101010：：：：30303030    

◇申込み 不要 

原爆被害の実相や現在の核兵器の状況などについて、分かりやすく

説明したポスターを展示します。 

◇期 間 ８８８８月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（水水水水））））までまでまでまで    

◇内 容 広島・長崎原爆写真ポスター展示 

申込みの必要はありません。自由にお越しください。 

◇日 時 ８８８８月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（木木木木））））９９９９：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００ 

◇内 容 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可能です。 

◇講 師 沼田地区ＩＴリーダーグループ 

我々が暮らしている現在は、超ストレス社会といわれています。 

この大変な時代を、こころ健やかに豊かに生きていくための術を 

一緒に学んでみませんか 

◇日 時 ８８８８月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（木木木木））））１０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００ 

◇内 容 紙芝居の世界～大型紙芝居で昔話しを楽しもう～ 

◇上 演 大塚ムーミンの会 

◇対 象 男女問わずどなたでも 

◇申込み 沼田公民館へ （当日でも可） 

◇主 催 伴女性会、沼田公民館 

 

ボランティアのおじさんといっしょに、いろいろなアイディアを 

考えながら、楽しく作品を作ろう！ 

   ◇日 時 ８８８８月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（日日日日））））１３１３１３１３：：：：３０３０３０３０～～～～１６１６１６１６：：：：３０３０３０３０    

   ◇内 容 夏休み課題工作の完成 

◇持参物 作ってみたい作品の材料、道具があれば持参 

      （公民館で用意した物を使ってもいいよ） 

◇対  象  小学生２５名（先着順） 

◇申込み  ８月２０日（木）まで沼田公民館へ 

◇協  力  伝承遊びボランティアのみなさん 

 

アメリカでご活躍されているミュージシャンと広島市立大学の 

学生による演奏会です。小さなお子様でも楽しめる内容となって 

おります。みなさま、ふるってご参加くださいませ。 

◇日 時 ８８８８月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（土土土土））））１７１７１７１７：：：：００００００００～～～～１８１８１８１８：：：：００００００００    

◇内 容 クラシック音楽 演奏会 

◇対 象 どなたでも 

◇演奏者 バイオリン：中村真弓さん 

     トランペット：マイケルスミス（Michael Smith）さん 

     ピ ア ノ：宮原 依里さん 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

平成２２年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇期 間 ８８８８月月月月８８８８日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～８８８８月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（木木木木）））） 

 ◇共 催 南区宇品公民館グループ 

「宇品アートクラブ」 

      (財)広島市ひと・まちネット 

ワーク宇品公民館 

◇開催期間 ９９９９月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～        ９９９９月月月月２２２２００００日日日日（（（（日日日日））））１０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１９１９１９１９：：：：００００００００    
                                                                                                ※２０日は１５：００まで 

 ◇開催場所 広島市まちづくり市民交流プラザ  

◇内  容 ①市内に在住、勤務もしくは活動している高齢者の公募作品の展示 

        ②紙芝居広島カープ昔話イラスト展 

③シルバーアンサンブルコンサート（9/12(土)11:00～12:00） 

      ④まちづくりボランティア人材バンク発表会 

9/12(土)13:00～16:00  9/13(日)13:00～15:30 

⑤パソコンでカンバッチとカード作り 

9/13(日)10:00～16:00  9/20(日)10:00～15:00 

⑥協力団体展示および体験コーナー 

9/18(金)～9/20(日)10:00～18:00 

      ⑦再生自転車およびソーインググループの販売 

再生自転車は２０日正午 

◇問合せ 広島市ひと・まちネットワーク事務局事業係内 

        広島市高齢者作品展実行委員会 事務局  

〒730-0036 中区袋町6 番36 号 �５４１－５３３５ 担当：新山 

来年７月に開催される広島県内の青少年１５０名を対象としたイベントをみんなで 

創りませんか。イベントの企画をしたい・仲間と楽しく何かをしたい・多くの若者と 

出会いたい・・・ｅｔｃ。経験がない人でもだいじょうぶ！ 

みんなで楽しいイベントを創っていきましょう♪ 

◇内  容  平成２２年７月１０日(土)～１１日(日) 【１泊２日】に開催される 

広島県内の青少年１５０名を対象としたイベントの企画運営 

◇対  象  広島市内・近隣市町に在住か市内に通勤・通学の３５歳までの 

勤労青少年・大学生など（求職中の方も可） 

◇スタッフ会議  月１～２回程度１９：３０～２１：００ 

           ※第1 回会議 ８月２５日（火） まずは見学からでもどうぞ♪ 

◇主な会議会場  広島市佐伯勤労青少年ホーム（愛称：ユーストピア佐伯） 

広島市佐伯区新宮苑１１番４３号 ※五日市公民館との合築 

◇申込み   広島市内にある各ユーストピアへ（中央・安佐・佐伯） 

◇問合せ   ●広島市中央勤労青少年ホーム（愛称：ユーストピア中央） 

広島市中区八丁堀３番２号           �２２２-２５１３  

●広島市安佐勤労青少年ホーム（愛称：ユーストピア安佐） 

広島市安佐南区大町東三丁目25 番12 号 �８７９-１５１２ 

●広島市佐伯勤労青少年ホーム（愛称：ユーストピア佐伯） 

広島市佐伯区新宮苑１１番４３号       �９２２-８４２４ 

 

    
    

    

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各新各新各新聞販売店聞販売店聞販売店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 

◇日 時 ９月１３日（日）日帰り 

        １０月１０日(土)～１０月１２日(月) ２泊３日  

◇場 所 広島市似島臨海少年自然の家  

◇対 象 小学校４年生～６年生 

◇定 員 ４８人 

◇参加費 ５，７００円（食費・船賃・保険料等） 

◇内 容 「ワンダー オブ ザ サンド（砂の不思議）」を 

テーマに、ローボート漕艇、砂を使った野外炊飯や 

クラフト、砂の観察などを行います。 

◇申込み  広島市似島臨海少年自然の家（TEL259-2766） 

問合先  〒734-0017 広島市南区似島町字東大谷182番地 

        ※必ず「感動塾・みちくさ」係と明記してください。 

◇募集期間  ８月１日(土) ～ ８月１４日(金)  【必着】 

 

  

８月１９日（水） １９：００ ＶＳ．大分トリニータ 

 ８月２２日（土） １９：００ ＶＳ．浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ 

  

 

会場：広島ビッグアーチ 

  主 催：広島市学区体育団体連合会・ 

(財)広島市スポーツ協会 

イ
メ
ー
ジ
写
真

 

の や ・ 晙などを楽しく く とから めてみませんか。 

初 者大 です！！ 

◇活動日 毎月第毎月第毎月第毎月第１１１１・・・・２２２２月曜日月曜日月曜日月曜日    １３１３１３１３：：：：００００００００～～～～１６１６１６１６：：：：００００００００ 

 ◇場 所 沼田公民館 

 ◇講 師 広島日展会 会員２名による指導 

◇会 費 ２，５００円 /月（モチーフ代含む） 

◇問合せ 正守 �０９０－７３７７－０５６５ 

と に楽しく学びませんか テ スト「ひと と中 」で初 者 で

す。はじめての方でも楽しく学 ると思います。 

お に見学に来て さい。 

◇活動日 毎月毎月毎月毎月２２２２木曜日木曜日木曜日木曜日    １３１３１３１３：：：：３０３０３０３０～～～～１５１５１５１５：：：：３０３０３０３０ 

 ◇場 所 沼田公民館 

 ◇会 費 ２，０００円 /月 

◇問合せ 了泉庵（りょうせんあん）�８３７－０５８０ 

 


