
「「「「 趣 味趣 味趣 味趣 味 ・・・・ 教 養 講 座教 養 講 座教 養 講 座教 養 講 座 」」」」 がががが 始始始始 まりままりままりままりま すすすす    

    

Ｎｏ.３６０  ２００６年（平成１８年）１０月１日（日）    

                                              

 

          

 

 

 

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 

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

※詳しくは、公民館だより１１月号でお知らせします。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

沼田町子ども会連合会から 

◇軽食コーナー前売り券の販売について◇ 

（（（（前売前売前売前売りりりり価格価格価格価格））））    

    

    

    

    

    

 

企業・団体等との連携事業 

 

 

ワードワードワードワードととととエクセルエクセルエクセルエクセルのののの基礎講習会基礎講習会基礎講習会基礎講習会ですですですです。。。。    
◇開 催 日 10月23･30日、11月6・20･27日、12月4･11･18日、 

1月15･22日の月曜日（全10回） 
◇時  間 午前9時30分～正午 
◇対  象 文字入力ができる方 

（過去に受講したことのある方は、申込できません。） 
◇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  5, 000円＋テキスト代 1,050円(初回に集めます。) 
◇申込方法  往復はがきに、住所、名前(ふりがな)、電話番号を明 

記の上10月10日(火)（必着）までにお申込みください。
（１人1枚） 

◇申 込 先 〒731-3161広島市安佐南区沼田町伴5697 沼田公民館 
 

    

    
パソコンを開放しています。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可） 
◇日 時 １０１０１０１０月月月月１２１２１２１２日日日日((((木木木木))))････２６２６２６２６日日日日((((木木木木))))    午前午前午前午前9999時時時時～～～～12121212 時時時時    

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

    

広島市広島市広島市広島市のののの公民館公民館公民館公民館ではではではでは、、、、今年度今年度今年度今年度からからからから市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの学習活動学習活動学習活動学習活動をををを支援支援支援支援するするするする    

方法方法方法方法のののの一一一一つとしてつとしてつとしてつとして、、、、受講料受講料受講料受講料をををを受講者自身受講者自身受講者自身受講者自身にににに負担負担負担負担してもらうしてもらうしてもらうしてもらう形形形形でででで実施実施実施実施するするするする

「「「「趣味趣味趣味趣味・・・・教養講座教養講座教養講座教養講座」」」」をををを新新新新たにたにたにたに開設開設開設開設することになりましたすることになりましたすることになりましたすることになりました。。。。講座講座講座講座のののの概概概概要要要要はははは

以下以下以下以下のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。    

内内内内    容容容容・・・・・・・・・・・・料理料理料理料理・・・・健康体操健康体操健康体操健康体操・・・・文学文学文学文学・・・・音楽音楽音楽音楽などのなどのなどのなどの趣味趣味趣味趣味・・・・教養分野教養分野教養分野教養分野のののの中中中中    

からからからからニーズニーズニーズニーズがががが高高高高いといといといと思思思思われるものをわれるものをわれるものをわれるものを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。        

受講料受講料受講料受講料・・・・・・・・・・・・１１１１回回回回６００６００６００６００円円円円～～～～９００９００９００９００円円円円（（（（講師謝礼金講師謝礼金講師謝礼金講師謝礼金））））    

                                材料費等材料費等材料費等材料費等のののの実費実費実費実費はははは別途徴収別途徴収別途徴収別途徴収しますしますしますします。。。。    

開開開開    催催催催・・・・・・・・・・・・募集人数募集人数募集人数募集人数のおおむねのおおむねのおおむねのおおむね２２２２／／／／３３３３以上以上以上以上のののの申申申申しししし込込込込みによってみによってみによってみによって開催開催開催開催    

可可可可    能能能能                        開催開催開催開催がががが決定決定決定決定しますしますしますします。。。。応募者応募者応募者応募者がががが少少少少ないないないない場合場合場合場合、、、、開催開催開催開催はははは中止中止中止中止とととと    

人人人人    数数数数            なりますなりますなりますなります。。。。    

 

 

 

 お母さん お父さんと子どもさん 

ケーキ屋さんに教えても

らおう！おうちでおいし

いスイーツ作り♥ 

めざせ「ひろみちお兄さ

ん」パパと一緒にあそぼ

う★ 

内  容 

スイーツができたらみんなでティータイム♪ 

講  師 スイートキッチン｢アナナス｣ 

難波 景子さん 

幼児体操指導者 

下西 尚子さん 

◇日  時 １０１０１０１０月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（日日日日））））午後午後午後午後２２２２時時時時～～～～５５５５時時時時 

◇対  象 ３～５歳の子ども（１名のみ）を持つ家族 

◇定  員 ２５組（申込み順）※２０組未満の場合は中止 

◇受 講 料 1,500円（１家族） 

(スイーツ代900円＋講師料600円） 

◇持 参 物 お母さん：エプロン、三角巾、ふきん 

      お父さんとお子さん：動きやすい服装、運動靴 
  

むすびセット券 いなりセット券 うどん券 むすび券 いなり券 

３９０円 ３９０円 ２３０円 １８０円 １８０円 

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（11/4までの） 

・毎週火曜日（10/3，10，17，24，31） 

・10/9（体育の日）、11/3(文化の日) 

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。 

※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。 

１１日（土） 

◆オープニングセレモニー 
  ○開会のことば 
  ○ファンファーレ 
  ○くす玉わり 
◆獅子舞 
◆神楽 
◆もちつき 
◆カラオケ大会 

１２日（日） 

◆演芸発表 
◆もちつき 
◆大抽選会 
◆フィナーレ 
  ○駅伝走者到着 
  ○浜田市長からのメッセージ 
  ○閉会あいさつ 
  ○もちまき 

★公園内特設ステージ・・・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・やきそば・コロッケ 
              野菜販売・手作製品販売 ほか多数 
★展示・・・・・・・・・絵画・書・編み物・陶芸・生花など 
★浜田・沼田友好駅伝・・・12日 8時30分 浜田市役所前出発 
★公民館大集会室ステージ・・・演芸発表 
 

※10 月 3 日～16 日の間に各町内会を通して注文表を回覧し、10 月 21
日～29 日の間に、子ども会の役員が前売り券を配布し、そのときに
代金をいただきます。 

※前売り券購入後の返金はできません。 
※11111111月月月月４４４４日日日日（（（（土土土土））））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））））午前午前午前午前10101010時時時時～～～～11111111時時時時、、、、午後午後午後午後7777時時時時～～～～8888時時時時    

家庭で眠っている本をいただけませんか 
ふるさと祭りで本の交換会を実施します。持ち込み自由、持ち帰り
自由の交換会です。不要になった本や家庭で眠っている本をご提供
いただける方がおられましたら、公民館までお知らせください。 
  ※受付できない本・・・百科事典、文学全集 

 古文書同好会からのお知らせ 

       古文書解読会 

世界遺産候補の石見銀山の古文書解読会を開きます。 

■日 時 １０月１８日（水）午後2時～4時 

■内 容 銀山旧記の解読と簡単な説明 

■参加費 ２５０円（資料代等） 

■申 込 事前に沼田公民館(８４８－０２４２)まで 



『『『『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』』』』公式公式公式公式マスコットマスコットマスコットマスコット    
『『『『ともっちともっちともっちともっち』』』』誕生誕生誕生誕生！！！！！！！！    

伴地区の皆様に募集していた、『伴地区スポーツクラブ』の 

公式マスコットの名前が決まりました。その名も『ともっち』。 

多数の応募の中から見事、名付け親になられましたのは沼田町 

伴の黒田純治さんです。おめでとうございました。 

『ともっち』はこれから『伴地区スポーツクラブ』主催のイベントに 

積極的に参加して参りますので、『ともっち』をよろしくお願いします。 

 

      

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 １０１０１０１０月月月月１３１３１３１３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30303030分分分分 

 ◇内 容 ベビーシューズを編んでみよう 

          （ 見本が事務室の窓口にあります） 

 ◇指 導 編み物グループ講師 大峠 敦子さん 

◇定  員 ２０名（必ず事前にお申し込みください） 

◇持参物 ６号のカギ針、はさみ、３００円（材料費）、飲み物     
２２２２、、、、３３３３歳児歳児歳児歳児（（（（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    

「「「「ポンポコキッズポンポコキッズポンポコキッズポンポコキッズ」」」」    
 ◇日 時 １０１０１０１０月月月月２５２５２５２５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30303030分分分分 

◇内 容 音楽遊び（※動きやすい服装で来てね） 

◇定 員 ３０組（申込み順） 

◇申込み １０１０１０１０月月月月２２２２日日日日（（（（月月月月））））8888：：：：30303030からからからから受付開始    

 ◇お願い 来月はリサイクルをテーマにした遊びのコーナー 

を作るので、食品トレー（きれいに洗ってネ☆） 

とペットボトルのふたを１０月のポンポコキッズ 

のときに持ってきてね。 

ポンポコキッズホームページhttp://www1.megaegg.ne.jp/~joezan/ 
 

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    

（１）子育て応援講座「「「「秋秋秋秋をををを感感感感じるじるじるじる簡単料理簡単料理簡単料理簡単料理」」」」    
 地元の民生委員児童委員さんにおふくろの味を習いましょう 
◇日 時 １０１０１０１０月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（水水水水））））午前午前午前午前9999時時時時30303030分分分分～～～～午後午後午後午後１１１１時時時時 
◇メニュー 山菜おこわ、赤飯、さんまの梅煮 ほか 
◇定 員 ２５人（申込み順） 
     先着８名まで託児あり。申込み時にご連絡ください。 
◇材料費 ３００円 
◇持参物 エプロン、三角巾、ふきん、タオル 
◇申込み 沼田公民館へ（１０月６日までに） 

１０１０１０１０月月月月１１１１日日日日（（（（日日日日））））８８８８：：：：３０３０３０３０からからからから受付開始 
 ◇主 催 伴っ子クラブ、沼田公民館 
 

（２）「伴っ子」オープンスペースのお知らせ 

9月26日のオープンスペースは、学校行事等の都合で急遽、開催を中止い

たしました。ご迷惑をおかけしました。11月28日（火）、1月30日（火）

に開催を予定していますので、また、遊びに来てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

      

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    
 ◇日 時 １０１０１０１０月月月月１８１８１８１８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30303030分分分分    
 ◇内 容 沼田保育園の保育士さんによる 

離乳食のおはなし ほか 

◇申込み 不要。お気軽にお越しください。 

 ◇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 
 

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    

「「「「おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会」」」」    
 ◇日 時 １０１０１０１０月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（金金金金））））午前午前午前午前10101010時時時時30303030分分分分～～～～11111111時時時時30303030分分分分 

◇内 容 絵本の読み聞かせ、楽しい遊びもあります 

     「でてこい でてこい」ほか 

◇定 員 ２０組 

 ◇申込み なるべく事前にお申し込みください 
 

大塚児童館大塚児童館大塚児童館大塚児童館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    
「「「「大塚大塚大塚大塚っっっっ子子子子フェスタフェスタフェスタフェスタ」」」」    

◇日 時 １０１０１０１０月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（土土土土））））午前午前午前午前10101010時時時時～～～～午後午後午後午後3333時時時時 

◇場 所 大塚児童館大塚児童館大塚児童館大塚児童館（大塚小学校内） 

◇内 容 午前・・銭太鼓、ユニホックＰＫ戦、ダンス、けん玉、 

一輪車、紙芝居、手話（児童の発表） 

朝日山先生とその仲間達！ 

      午後・・食べるコーナー、工作、遊び、バザー 

◇お願い 駐車場がありませんので公共交通機関でお越しください 
 

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    
「「「「いっしょにあそぼういっしょにあそぼういっしょにあそぼういっしょにあそぼう！！！！」」」」    

◇日 時 １０１０１０１０月月月月３３３３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30303030分分分分 

◇場 所 沼田保育園沼田保育園沼田保育園沼田保育園 

◇内 容 運動遊びを保育園の子どもたちと一緒に楽しみましょう 

 ◇申 込 事前に電話で沼田保育園(TEL８４８－３５９６)まで 

子育子育子育子育てててて応援応援応援応援イベントイベントイベントイベント実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会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    
 

 

 
 
◇日 時 １０１０１０１０月月月月２９２９２９２９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3333時時時時 

◇場 所 広島経済大学広島経済大学広島経済大学広島経済大学    興動館興動館興動館興動館（安佐南区・園五丁目１－２７） 

◇内 容  ○ヨガ＆リフレッシュ講座(事前予約) ○親子あそび講座 

     ○リラックス＆リフレッシュコーナー ○カフェコーナー 

     ○情報・相談コーナー ○子どもとパパの遊びコーナー 

     ○フリーマーケット ○新鮮野菜市 ○託児コーナーほか 

 ◇主 催 子育て応援イベント実行委員会 

 ※※※※詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは、、、、公民館公民館公民館公民館にににに置置置置いてあるいてあるいてあるいてあるチラシチラシチラシチラシをごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                報告：おくはた電ボ隊 Ｍ隊員 

九月三日晴れ。水温二十二度。 

今月の自然体験学習は、バケツと網を手に奥畑川の水生生物探しです。一ヶ月前の「キャンプ」の時、川のゴミを子どもたちとトラック 

一台分ぐらい拾ったので、今日はゴミを探す程度。 

最初に講師の方が「ＣＯＤ（水質の汚れ度：数字の高い方が汚い）は０～１．２で流れの速い川」と 

水質調査報告。それからいよいよ生物探し。流れの下流に網を立て、石を起こし撫でると水生生物が網 

の中に入ってくる。石のぬめりに足を取られながらも喜々として分校生親子や大学生のサポーターとの 

ふれあいを楽しんだ。 

次に分校に移動して生物の仕分け作業。よほど虫好きな女の子なのか、その場を一度も動かず仕分け 

する姿に感動しました。いよいよ班ごとの発表も子どもたち。マイクを手に堂々としていました。 

今回は十種類の生物を見つけることができ、その内八種類がきれいな水に棲む生物でした。講師評で 

は、ホタルの里なのにカワニナ（ホタルの幼虫の餌となる）が少ないことと、きれいな水に棲む水生生 

物の王様と言われるヘビトンボが五～七年も生き続けている大きさであったことに驚いておられた。奥 

畑川は前回（２年前）に続いてまたも豊かできれいな水と証明されました。 

 こんなにきれいな川、守り続けたいです。奥畑の宝でもあります。自然体験学習のお陰で奥畑再発見！ 

奥畑住民サポーターからの報告でした。 

《《《《うわぁうわぁうわぁうわぁ～！～！～！～！こんなこんなこんなこんな所所所所にににに虫虫虫虫がおるがおるがおるがおる～！～！～！～！    
終始終始終始終始、、、、大人大人大人大人もももも子子子子どももどももどももどもも夢中夢中夢中夢中でしたでしたでしたでした》》》》 


