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場所 8:30 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

公園ステージ

公民館 ２階　大集会室

公民館　館内

浜田・広島（沼田）
友好駅伝

8：30　浜田市役所 スタート　　※ 94.9㎞を15名の走者が挑戦！ 15：30　沼田公民館へ到着予定

9：00～16：00　展示コーナー　生花、水墨画、硬筆、毛筆、俳句、ふれあい活動紹介、水彩画、押し花
　　　　　　　　　　　　  　　　　　　陶芸、書道、俳句、歴史、児童画、編み物、パッチワーク、書、ペン習字
　　　　　　　　　　生活機能チェックコーナー

10：00～14：00　演芸発表
　　　　　　　　　 　こどもから大人までの１９団体による演芸発表！

公園広場
公民館前広場

１４：３０～
大抽選会

15：30～フィナーレ
16：00～餅まき

10：00～　ステージイベント

　　　　　　 伴中学校（吹奏楽）、大塚中学校（和太鼓）含む１３団体！

  9：00～16：00　軽食・販売・子どもコーナー・その他
11：00～14：00  もちつき（正面玄関前）

軽  食 ごませんべい・炊き込みご飯・ポテト・コーヒー・チュロス・汁なし坦々麺・うどん、むすび、いなりずし、おでん、角ずし、ビール、お菓子、焼きそば、コロッケ、 

 ホットドック、ポップコーン、綿菓子、ギョーザ（10日のみ）、タイ風焼きソバ（10日のみ） 

販  売 バザー、浜田市の物産、野菜・工芸販売、しいたけ他自主製品、葉ボタン 

子ども 伝承あそび、似顔絵、お菓子すくい、ゲーム、児童館お楽しみ（10日のみ）、スピードくじ（11日のみ）、スーパーボール（11日のみ） 

その他 浜田市観光大使、広島観光大使、消防・防犯ＰＲ、エコ・リサイクル環境ＰＲ、錦鯉品評会・競売、お茶席（11日のみ）、おにぎり無料配布（11日のみ）、健康チェック（11日のみ） 

場所 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

公園ステージ

公民館　館内

公民館 2階大集会室 　 【夜の部】18:30～21:00　カラオケ大会

公園広場
公民館前広場

13：30～　フラダンス
14：00～　銭太鼓
　　　　　　 一輪車の妙技

12：00～16：00　軽食・販売・子どもコーナー・その他
13：30～15：30　もちつき（正面玄関前）

15：00～　神楽
●弓舞　●長刀の舞　●滝夜叉姫

9：00～17：00　展示コーナー　生花、水墨画、硬筆、毛筆、俳句、ふれあい活動紹介、水彩画、押し花
　　　　　　　　　　　　  　　　　　　陶芸、書道、俳句、歴史、児童画、編み物、パッチワーク、書、ペン習字
　　　　　　　　　　生活機能チェックコーナー

ふるさとの香り 沼田町 

休館日の案内（12/4まで） 

・毎週火曜日 （11/8、15、22、29） 
・11/23 （勤労感謝の日） 

 

開館時間  8時30分～22時 
 

受付時間  8時30分～17時15分 

木・金曜のみ 8時30分～21時 

 

★ふるさと祭りへは公共交通機関でおこしください。 
祭りのための駐車場はありません。公民館とその周辺 

（伴小学校含む）は、駐車できません。 

※祭り当日は公民館前の道路が大変混雑します。 
事故防止のため、関係者以外の車両の通行はご遠慮ください。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力お願いします。 

★駐輪場 利用時間 ※場所は沼田保育園です。 
 １０日（土）１２：００～１７：００ 
１１日（日） ８：３０～１７：００ 

 

発行／(財)広島市未来都市創造財団 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.cf.city.hiroshima.jp/numata-k/    

地域、家庭の安全・安心のためのお話です。 

申込みは不要です。お気軽にご参加ください。 

◇日 時 １２月１日（土）１９：００～２０：３０ 
◇内 容 ①金融トラブル「振り込め詐欺編」 
      ＳＭＢＣコンシュマーファイナンス㈱  

       広島お客様プラザ 石橋 朋子 さん 
      ②地域の犯罪 事例と対策 
            伴交番 
◇対 象  関心のある方ならどなたでも 
◇主 催 伴・伴東・大塚・伴南学区防犯組合連合会、沼田公民館 

※夜の部  18:30～21:00 カラオケ大会＆焼き鳥販売 

●ふるさと祭り開催のために、１１月８日(木)～１１月１２日(月)まで 

 公民館の部屋・ロビーの利用、図書の貸出ができなくなります。 

 ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願いします。 

●玄関に忘れられた傘を１１月８日（木）に撤去しますので、自分の傘を忘れ

ていないか今一度ご確認ください。 

●児童室を託児・授乳スペース・オムツ換えスペースとして用意してあります。 

12：30～ オープニングセレモニー 
大塚中学校（吹奏楽）ファンファーレ 

獅子舞、鏡割り 

地域の日本語学習者の方と一緒に音楽や遊びを通じて 

楽しく交流しましょう！  
 
◇日  時 １２月８日（土） １０：００～１２：００ 
◇内 容 テーブルゲームでの交流、音楽会など 
◇対  象  小学４年生以上で国際交流に関心のある方 ３０名（先着順） 
◇持参物 軽食代３００円、エプロン・三角巾・食器用ふきん１枚 
◇申込み １１月２５日(日)までに沼田公民館へ 
◇主 催 伴・伴東学区子ども会連合会、沼田公民館 
◇協 力 沼田日本語教室、沼田町子連ジュニアリーダー 
※詳細は、１１月半ば以降に配布予定のチラシをご覧ください。 



タペストリーとは、絵や風景などを鮮やかな糸で織り出した織物で、壁掛けとし
ても使われるものです。実際にタペストリーを作るのはかなりの根気が必要にな
りそうですが、不用になったものを使って、簡単なクリスマス用のタペストリー
を作ってみませんか？ 
 

◇日 時 １１月１９日（月）１０：００～１２：００ 

◇対 象 どなたでも（先着２５名） 

◇講 師 広島市環境サポーター  狩野 美紀子さん 

◇参加費 ２００円 

◇申込み １１月１４日（水）までに沼田公民館へ 

◇持参物 裁縫セット、はぎれ（布きれ）、ビーズ（あれば） 

※託児をされる方は、申込みの際にお子さんの名前と年齢（１歳未満は月齢）

をお知らせください。当日は、紙おむつ・ビニール袋（汚れたおむつ等を

持ち帰るもの）・着替えおよび子ども用飲み物をお持ちください。なお、

持ち物には必ず記名をお願いします。 

    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇日 時 １１月１５日（木） 
        ２２日（木） 
          ９：００～１２：００ 

◇内 容 沼田地区ＩＣＴまちづ
くりボランティアの方
が 質問にお答えします 

※パソコンの持ち込み
も可能です 
 

子育て応援のオープンスペースです。 
★１１月のおはなし会はお休みです。 

★１２月の予告 
◇日 時 １２月７日（金）10:30～11:30 
◇内 容 クリスマスにちなんだ絵本の読み聞かせ 
◇申込み 不要 

子育て応援のオープンスペースです。お気軽に

どうぞ♪伴保育園の保育士さんに親子ふれあい

遊びを教えてもらいましょう♡ 
 

◇日 時 １１月２１日（水） 10:00～11:30 

◇内 容 親子ふれあい遊び 

◇持参物 参加費50円・Ｍｙカップ 

旬の食材を使って親子でおいしいおやつを作りましょう！ 
 

◇日 時 １１月２８日（水） 10:00～11:30 

◇内 容 芋きんとんを作ろう！ 

◇定 員 １５組（先着順） 

◇持参物 参加費100円、保護者用Ｍｙカップ 

     お子様の飲み物 

◇申込み １１月２５日（日）までに沼田公民館へ  

◇日 時 １１月２５日（日） 
     １３：３０～１６：３０ 

 ◇内 容  包丁を含む刃物の研ぎ方 
使い方・簡単な作品作り 

  ◇対 象  関心のある方ならどなたでも 

  ◇協 力 伝承あそびボランティアの 
みなさん 

◇日 時 １１月１６日（金） 

     １０：００～１１：３０ 

◇内 容 高齢者の交通安全教室 

◇講 師 広島市道路交通企画課 

      松本 敏昭 さん 

◇対 象  おおむね６０歳以上 

 

 日   程 内      容 

１ １１月１９日（月） 生活に役立つインターネット活用術 

２ １１月２６日（月） 生活に役立つ文書の作り方（Word編） 

３ １２月 ３日（月） 生活に役立つ文書の作り方（Excel編） 

４ １２月１０日（月） 生活に役立つデジカメ写真活用術 

５ １２月１７日（月） 
幹事になった際、役立つ名札、領収書、 
収支報告書の作り方 

◇時 間 １４：００～１６：３０ 

◇講 師 沼田地区ＩＣＴまちづくりボランティアのみなさん 

◇対 象 パソコンの基本操作や文字入力ができる方 

◇定 員 １０名（申込多数の場合は抽選） 

◇申込み １１月１２日（月）１５時までに電話か窓口でお申込み 

     ください。当選結果は１１月１２日（月）の１７時以降に 

     電話かＦＡＸで連絡します。 

１１月１０日（土） 

   ・１１日（日） 
ふるさと祭りでも、 
やっているよ～。  

 

848-4925  848-3596 

 わかばママ・パパ応援教室  
◇日 時 オール日程です。いつでもどうぞ。 

◇対 象 初妊婦とその夫 
（妊娠6～8 ヶ月の方） 

子育て中のお母さんのためのフリースペースで
す。保育士さんによる育児相談もあります。ママ
友とのおしゃべりの場や、ちょっとした息抜きの
場にしてください。 

◇日 時 １１月１５日（木）10:00～11:30 
◇参加費 １００円（お茶、お菓子代） 
◇申込み 不要 
◇持参物 子ども用飲み物 
◇主 催 保育士グループtwinkle、沼田公民館 

わかばママ教室  

◇日 時 11 月14 日（水） 10：00～11：00 
◇対 象 はじめてママになる人２名 (要予約) 

おおきくなったね ： 身体測定  

◇日  時 11 月20 日（火）  10：00～10:30 
◇申込み 不要 ※測定後12 時まで保育園で遊べますよ。 

わかばパパ教室  

◇日 時 11 月24 日（土） 10：00～11：00 
◇対 象 はじめてパパになる人２名 (要予約) 

子どもから大人まで、初心者から 

経験者まで、誰でも参加できます。 

◇日 時 １１月１７日（土） 
      １２月１日・１５日（土）  
     １４：００～１５：３０ 

◇対 象  だれでも参加できます 

◇申込み 途中からの参加も大歓迎。 

     沼田公民館へ問合せ 

     ください。 

 

 
 

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 

 

※会場の表記のない講座等については、沼田公民館での開催となります。（表面・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。 

①ながいきよろず相談会 13：00～ 
 健康相談、体重・血圧・体脂肪等の測定 
 
②ながいきよろず教室  13：30～ 
 ・骨のお話し ・介護予防体操 

◇日 時 １１月１９日（月） 
     １３：００～１５：００ 
◇場 所 沼田老人いこいの家 
◇問合先 戸山・伴・大塚地域包括支援 
     センター ☎８４９－５８６０ 

◇日 時 １１月２５日（日）１０：００～１１：３０ 
◇対 象 ６０歳以上の高齢者 ２０～３０名  
◇内 容 講義と介護予防の体操 
     ～老後の過ごし方、生き方のヒントは～ 
◇講 師 主任介護支援専門員 山田 道枝 さん 
◇共 催 安佐南区公衆衛生推進協議会、戸山・伴・大塚 
     地域包括支援センター、沼田公民館 

◇日 時 １１月２７日（火）10:00～11:30 
◇場 所  伴児童館 （駐車場あり） 
◇対 象  未就園児と保護者 
◇持参物  子ども用飲み物 
◇主 催  伴っ子クラブ 
 


