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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 

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「沼田町ふるさと祭り」開催のために、１１月９日(木)～１１月１３日(月)

まで、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。 

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（12/2までの） 

・毎週火曜日（11/7，14，21，28） 

・11/23(勤労感謝の日） 

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） 

特設ステージ 

◆オープニングセレモニー（13：30～） 

◆獅子舞（14：00～）・・・・下向獅子舞保存会 

◆神 楽（15：00～） 

  (1)四天の舞・・・・・・・・・大塚神楽団 

  (2)大鬼子鬼・・・・・・・・・下向神楽団 

  (3)亜 狐 伝・・・・・・・・・三城田神楽団 

正面玄関前 

◆餅つき（14：00～15：30） 

２F大集会室 

◆カラオケ大会（18：30～21：00） 

  各町内会から選出された２２組によるカラオケ大会 

１２日（日） 

 

◆浜田・広島（沼田）友好駅伝  

8：30浜田市役所スタート 

特設ステージ 

◆ステージイベント 

  10：00～ 伴中学校吹奏楽部演奏 

  10：40～ 琉球創作エイサー龍和 

  11：05～ 広島修道大学祝典オーケストラ 

  11：35～ 青少年ダンスクラブ 

  12：15～ カフラ・オ・ハワイ・ヒロ 

       カフラ・オ・ハワイ・コナ 

13：00～ Ｂ.ｓｉｔｔｅｒｓライブ 

14：05～ キッズポート 

14：30～ 大抽選会 

◆フィナーレ（15：30～） 

◆もちまき（フィナーレ終了後） 

正面玄関前 

◆餅つき（11：00～） 

２F大集会室 

◆演芸（10：00～14：30） 

  子どもから大人までの３２団体・個人による演芸発表。 

沼田公民館周辺（１１日・１２日） 

◆ふれあい広場((((１１１１１１１１日日日日    12121212：：：：00000000～～～～16161616：：：：00000000    １２１２１２１２日日日日    9999：：：：00000000～～～～16161616：：：：00)00)00)00) 

  ○うどん、むすび、いなり、おでん、焼きそば、コロッケ、からあげ、 

たこ焼き、綿菓子、ポテト等の飲食コーナー 

  ○バザー、各種作品・製品販売コーナー  

○ゲームコーナー 

○消防署・防災、警察署・防犯などのコーナー 

○水素自動車展示（１１日のみ）  

○交通安全教室（１２日のみ） 

○健康相談コーナー ○介護支援センターコーナー 

  ○浜田市観光案内と浜田練製品・乾物販売コーナー  など 

   

沼田公民館内（１１日・１２日） 

◆作品展示（（（（１１１１１１１１日日日日    9999：：：：00000000～～～～17171717：：：：00000000    １２１２１２１２日日日日    9999：：：：00000000～～～～16161616：：：：00000000））））        

２Ｆ研修室１・・・編み物、パッチワーク 

２Ｆ研修室２・・・能面、書 

２Ｆ会議室１・・・書 

２Ｆロ ビ －・・・俳句、沼田郷土史、児童画 

１Ｆ会議室２・・・水彩画、水墨画、陶芸 

１Ｆ児 童 室・・・児童画、押し花 

１Ｆロ ビ －・・・生花 

◆町づくりコーナー【【【【１１１１ＦＦＦＦロビーロビーロビーロビー】】】】 

○国土交通省太田川河川事務所土石流模型実験    

    ○地球環境コーナー 

（地球温暖化ラリークイズ、紙すき、ビニールトンボ作り） 

◆本の交換会（１１１１１１１１日日日日・・・・１１１１２２２２日日日日））））【【【【１１１１ＦＦＦＦ多目的室多目的室多目的室多目的室】】】】    

  持込・持ち帰り自由の交換会です。 

◆郷土の農具等の展示（１１１１１１１１日日日日・・・・１１１１２２２２日日日日））））【【【【１１１１ＦＦＦＦ多目的室多目的室多目的室多目的室】】】】 

※ 開催当日は、公民館前の道路が通行止めになっています。ご迷惑を

おかけいたしますが、ご協力お願いします。 

   （規制時間）11日 11：00～17：30 12日 9：30～16：00 

※ 開催当日は、公民館とその周辺は駐車できません。駐車場は伴小学

校に確保していますが充分にありませんので、車での乗り入れはでき

るだけご遠慮ください。 

※ 自転車・バイクは、沼田保育園が駐輪場となります。 

 ただし、日曜日のみの利用となります。 



 

～親から子へ、わたしたちにできること～ 
  
毎日大量に出る「生活排水」や「ゴミ」、自分の家から姿が消えたら 

スッキリしますよね。でも、その行く先・・・最終的に自分や子どもたち
に返ってきていることに気づいていますか？ 
子どもたちの健康のため、美しい地球を残すため、地球にも家計にも人

にもやさしい生活を始めませんか？ 
回 日  程 内   容 講 師 

１ １１１１１１１１月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（月月月月））））    
地球と家計のための 
エコライフ 

広島市環境局 
環境政策課職員 

２ １１１１１１１１月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（月月月月））））    
台所洗剤について考えよう
(おはなしと廃油石鹸作り) 

３ １２１２１２１２月月月月    ４４４４日日日日（（（（月月月月））））    
ＥＭって何？（おはなしとＥ
Ｍ発酵液作り） 

伴 女 性 会 
ﾘｻｲｸﾙ村村長 
光井 信子さん 

 ◇時  間 いずれもいずれもいずれもいずれも午後午後午後午後1111時時時時～～～～2222時時時時30303030分分分分 
◇定  員 ２０人（申込み順）【託児あり】 

※託児は申込み時にご連絡ください。 
◇材 料 費 ６３５円 
◇持 参 物 １回目でお知らせします。 

 

 

 

見慣れた町にもあっと驚く歴史があり、ホッといやされる風景もありま

す。さあ、“わがまち”の魅力探しに出かけましょう！ 

◇日 時 １１１１１１１１月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（日日日日））））午前午前午前午前10101010時時時時～～～～12121212時時時時30303030分分分分（（（（小雨決行小雨決行小雨決行小雨決行）））） 

◇内 容 沼田公民館周辺の憩いの空間ルート歴史的資源や風景を楽 

しみながら散策。参加者にはオリジナル缶バッヂを進呈。 

ルートにちなんだクイズもあります。 

◇講 師 伴地区在住のボランティアガイドの皆さん 

◇持参物 雨具、帽子、飲み物 

◇集 合 9時50分までに沼田公民館ロビーへ。 

※※※※当日当日当日当日はははは沼田町沼田町沼田町沼田町ふるさとふるさとふるさとふるさと祭祭祭祭りりりりがががが開催開催開催開催されてされてされてされて    

いますいますいますいますのでのでのでので、、、、一緒一緒一緒一緒におにおにおにお楽楽楽楽しみくださいしみくださいしみくださいしみください。。。。    

◇申込み 事前に沼田公民館へ。先着３０名。 

◇主 催 安佐南区役所区政振興課、沼田公民館 

 

 

 

 
        

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 １２１２１２１２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30303030分分分分 

 ◇内  容 お母さんのためのクリスマス会 

            （シャンテ・フォーのみなさんによるコーラス 

コンサート、クリスマス工作 ほか） 

◇定   員 ２０名（必ず事前にお申し込みください） 

◇持 参 物 工作材料費・お茶代３００円、飲み物（必要な方）、 

家族の写っている写真 

 ※11月のたまごクラブはお休みになります。     
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    

「「「「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 １１１１１１１１月月月月２２２２２２２２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 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    ポンポコポンポコポンポコポンポコ森森森森のおまつりへようこそのおまつりへようこそのおまつりへようこそのおまつりへようこそ 

       申込不要申込不要申込不要申込不要ですですですです。。。。おおおお気軽気軽気軽気軽ににににおおおお越越越越ししししくださいくださいくださいください 

○リサイクル遊びコーナー ○室内楽コンサート10時30分～ 

○フラワーアレンジメント教室（要申込・託児あり） 

・時間／午前10時15分～11時15分 

・定員／15名(先着順)  ・講師／野田和子さん 

・材料費／1,000円 ・持参物／木工ボンド(速乾性) 

新聞紙1日分、底幅の広い紙袋(持ち帰り用)、雑巾 

・・・・申込申込申込申込みみみみ／／／／１１１１１１１１月月月月６６６６日日日日（（（（月月月月））））8:308:308:308:30受付開始受付開始受付開始受付開始    

 

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

趣味趣味趣味趣味・・・・教養講座教養講座教養講座教養講座    
 
 

    
    
    
    
    

 
◇時 間    いずれもいずれもいずれもいずれも午後午後午後午後1111時時時時～～～～2222時時時時30303030分分分分    
◇講 師 絵手紙講師 田中 智可江さん 
◇定 員 ２４名（ただし２０名に満たない場合は事業を中止すること 

があります。ご了承ください。） 
◇受講料 １,２００円 
◇持参物 筆２本（輪郭用と彩色用）、パレット、朱肉、ぞうきん、筆洗い

容器、習字用下敷き、野菜２～３種、半紙２枚、消しゴム（は
んこを作る用）、彫刻刀（三角刀）、画仙紙はがき５枚（ある人
は）、青墨（ある人は）、顔彩または水彩絵の具（ある人は） 

※用具のない方は申し込み時にお伝えください。講師と相談します。 
◇申込み 電話または窓口でお申込みの上、１１月１１日（土）までに 

受講料を沼田公民館へ納入してください。 
 

    

    
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 １１１１１１１１月月月月１６１６１６１６日日日日((((木木木木))))････３０３０３０３０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    

 

 

 

◇日 時 １１１１１１１１月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（金金金金））））午後午後午後午後1111時時時時30303030分分分分～～～～3333時時時時30303030分分分分 

◇内 容 認知症の人への接し方 

◇参加費 無料 

◇主 催 特別養護老人ホーム和楽荘、沼田公民館 
 

 

 

◇日 時 １２１２１２１２月月月月６６６６日日日日（（（（水水水水））））午後午後午後午後7777時時時時～～～～9999時時時時 

◇内容  「いのちを大切に！」ＮＰＯフレンズ 北口 忠 さん 

・講師 「伴地区の最近の犯罪状況」伴交番 

◇主 催 安佐南区防犯組合連合会、沼田公民館 

 

 
 
 
 
 
  

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 １１１１１１１１月月月月１５１５１５１５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 津軽三味線の演奏会 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 

  ※１２月のおかあさんの広場は、６日（水）になります。 
   

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」」」」    
◇日 時 １１１１１１１１月月月月２４２４２４２４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 

     「おへそのあな」ほか 

◇申込み 不要。お気軽にお越しください 
   

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 １１１１１１１１月月月月２８２８２８２８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 伴児童館伴児童館伴児童館伴児童館（（（（伴小学校敷地内伴小学校敷地内伴小学校敷地内伴小学校敷地内）））） 

◇内 容 小麦粉ねんど、ボーリングあそび ほか 

◇持参物 靴入れ袋、飲み物 

◇申込み 不要。お気軽にお越しください 

回 日  程 内    容 

１１１１    １１１１１１１１月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（金金金金））））    野菜を描いてみよう 

２２２２    １２１２１２１２月月月月    １１１１日日日日（（（（金金金金））））    年賀状を描いてみよう 


