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２００６年（平成１８年）１２月３日（日）
ふ るさと の香り 沼田町

休館日の案内（1/4 までの）
・毎週火曜日（12/5，12，19，26）
・12/23(天皇誕生日）
・年末年始（12/29～1/3）
開館時間
午前 8 時 30 分～午後 10 時

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/
○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。

第３１回沼田町ふるさと祭りが、１１月
１１日・１２日に開催されました。
初日はあいにくの天気となりましたが、
２日目は初日の悪天候を取り戻すかのよ
うな晴天となり、多くの人出でにぎわい、
大いに盛り上がりました。

伴地区にお住まいの外国出身の方や留学生と一緒に外国の料理を
作ったり、日本の伝承遊びなどを楽しみませんか。
◇日 時
◇内 容
◇対 象
◇定 員
◇材料費
◇持参物
◇申込み
◇主 催
◇協 力

１２月
１２月１６日
１６日（土）午前 10 時～午後２
午後２時
タイ・中国の料理に挑戦、日本の伝承遊びで遊ぼうほか
小学４～６年生
３０人
３００円
エプロン、三角巾、ふきん
１２月８日（金）までに沼田公民館へ
沼田町子ども会連合会・沼田公民館
沼田日本語教室グループ

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 １２月
１２月１４日
１４日(木) 午前 9 時～正午

◇日 時 １２月
１２月１５日
１５日（金）午前 10 時～正午
◇内 容 「がばいばあちゃんの生き方」
◇講 師 大和 喜久男さん

地域の防犯についてのお話しです。申込は必要ありませんので、
お気軽にご参加ください。
◇日 時 １２月
１２月６日（水）午後 7 時～8 時半
◇内容
「いのちを大切に！」 北口 忠 さん
・講師 「地域の犯罪事例と対策」伴交番職員
◇主 催 安佐南区防犯組合連合会、沼田公民館

０、１歳児（
歳児（第１子）を持つお母
つお母さん対象
さん対象
「おかあさんの広場
おかあさんの広場」
広場」

妊婦さん
妊婦さん、
さん、０歳児のお
歳児のお母
のお母さん対象
さん対象
「沼田たまご
沼田たまごクラブ
たまごクラブ」
クラブ」
◇日 時
◇場 所
◇内 容
◇指 導
◇定 員
◇持参物

１月１２日
１２日（金）午前 10 時～11 時半
沼田公民館 和室
マタニティヨーガでリラックス
ヨーガ講師 角田 敦子さん
２０名（できるだけ事前にお申し込みください）
バスタオル１枚、飲み物

２、３歳児（
歳児（未就園児）
未就園児）と保護者対象
「ポンポコキッズ」
ポンポコキッズ」
◇日 時
◇場 所
◇内 容
◇定 員
◇申込み

１２月
１２月１３日
１３日（水）午前 10 時～11 時半
沼田公民館 大集会室
わくわくドキドキクリスマス ～クリスマスパーティー～
３０組（申込み順）
１２月
１２月４日（月）午前８
午前８時半から
時半から受付開始
から

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

◇日 時
◇場 所
◇内 容
◇申込み
◇お知らせ

未就園児と
未就園児と保護者対象（
保護者対象（０歳からどうぞ）
からどうぞ）
「おはなし会
おはなし会」
◇日 時 １２月
１２月１５日
１５日（金）午前 10 時半～
時半～11 時半
◇場 所 沼田公民館 会議室２
◇内 容 絵本の読み聞かせ、楽しい遊びもあります
「とんだドーナツ」ほか
◇定 員 ２０組
◇申込み 不要。お気軽にお越しください

沼田保育園からのお
沼田保育園からのお知
からのお知らせ
「一緒につくってあそぼう
一緒につくってあそぼう」
につくってあそぼう」

伴保育園からのお
伴保育園からのお知
からのお知らせ
「もちつき大会
もちつき大会」
大会」
◇日 時 １２月
１２月１９日
１９日（火）午前 10 時～11 時
◇場 所 伴保育園２
伴保育園２号館
◇内 容 小麦粉粘土で園児達とおもちつきを楽しみましょう
◇申込み 不要。お気軽にお越しください。
※駐車場の台数が限られていますので、公共交通機関でお越しください。

時間内は出入り自由のオープンスペースです
１２月
１２月６日(水) 午前 10 時～11 時半
沼田公民館 大集会室
クリスマス会（タングラムシアターなど）
不要。お気軽にお越しください
安佐南保健ｾﾝﾀｰの健康相談は１２月２０日（水）です

◇日 時
◇場 所
◇対 象
◇申込み
◇その他

１２月
１２月５日（火）午前 10 時～11 時半
沼田保育園
未就園児とその保護者２０組
事前に沼田保育園(TEL８４８－３５９６)まで
絵本の貸出や育児相談も行っています。

現在、十六の会（沼田町内の各種学校の集まり）による絵画や版画
などの作品を展示しています。力作ぞろいの作品をご覧ください。
◆開催日
１２月
１２月１１日
１１日（月）の午前中まで
午前中まで
[ただし、５日(火)は休館日です。]
◆会 場
沼田公民館１Ｆロビー

◆日 程 平成１９
平成１９年
１９年１月７日(日)
受付 午前 8 時～9 時、開会式 午前 9 時
スタート 午前 10 時
◆会 場 広島広域公園（主会場 ビッグアーチ〔陸上競技場〕
）
◆種 目 ・個人の部
２ｋｍ ○小学生男子○小学生女子○中学生女子
○一般男子 ○一般女子
３ｋｍ ○中学生男子○中学生女子○一般女子
○５０歳以上男子
５ｋｍ ○中学生男子○高校生男子○一般男子
・団体の部（２ｋｍ）1
ｋｍ）1 チーム３
チーム３名
（高校生以上で編成、総合タイムで順位決定）
○一般男子の部 ○一般女子の部
○伴地区ソフトボールリーグの部
◆表 彰 個人、団体とも各部３位まで
◆申込み 沼田公民館およびセントラルスポーツに置いてある申
込み用紙に必要事項を記入の上、１２月２２日（金）
までにお申込みください。
（当日受付もできますが、整
理の都合上、なるべく期日までにお申込ください。
）
◆主 催 伴地区体育協会連絡協議会

e-Tax（
Tax（イータックス）
イータックス）は、自
宅やオフィス、
オフィス、税理士事務所な
税理士事務所な
どから、
どから、インターネットを
インターネットを経由
して申告
して申告や
申告や納税ができる
納税ができるシス
ができるシス
テムです
テムです。
です。

イータ君

☆ e-Tax をご利用いただくには、事前手続きが必要です。
詳しくは、e-Tax ホームページ(http://www.e-tax.nta.go.jp）を
ご覧ください。

日本の伝統的な正月行事「とんど」をお通じ、都市と農村の人が交流す
る催しです。ふるってご参加ください。
◆日 時 １月１３日(土)午後 2 時～6 時
（雨天の場合は翌日）
◆場 所 沼田町阿戸（駐車場あり）
◆内 容 とんど焼き、もちつき、竹馬づくり、たこ揚げほか。
地元農産物の販売もあります。
◆申 込 往復はがきに、参加希望者全員の住所、氏名、年齢、電話番
号、郵便番号を記入し、１２月１４日（木）≪必着≫までに
区役所農林課【〒731-0193 住所不要】へ。抽選 150 人
※返信用はがきには、代表者の住所、氏名を忘れずに記入
してください
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

安佐南区とんど祭りの運営にご協力いただける人を募集します。
◆対 象 高校生以上の人。
◆日時・活動内容
① １月 ６日(土)午前 8 時半～午後 4 時半／とんど用竹切り
② １月１３日(土)午前 8 時半～正午
／とんど組み立て
③ １月１３日(土)午前 8 時半～午後 4 時半／遊び広場運営
◆申 込 はがきに、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、
活動内容の種類①～③(重複可)を記入し、１２月１４日(木)
≪必着≫までに、区役所農林課【〒731-0193 住所不要】へ。
募集人員は若干名です。
詳しい内容は運営協力希望者に通知します。
◆問 合 安佐南区とんど祭り実行委員会事務局
（農林課内 TEL８３１－４９５０）
会員募集のご案内

太極拳謝謝
始めませんか

太極拳

健康は足腰からといわれます。
下半身を鍛えて老化予防しませんか。
世代・男女を問わず、一緒に楽しみましょう。
◆活動日 月３回の金曜日 午後 1 時 30 分～
◆問合せ 沼田公民館まで

報告：おくはた電ボ隊 モリイ隊員
１１月４日（土）、今日は課外授業「秋の自然工作」です。
秋晴れの下、奥田さんの畑に集合し、工作用の材料を探しに山へ入りました。
木の枝や・実・葉を拾ったり、急斜面をよじ登りカズラを採ったりと、分校生はもちろん、電ボ隊も童心
に戻って山の中を探し回りました。長くて太いカズラにぶら下がった分校生や大学生サポ－タ－は、まる
でタ－ザンのようでした。
日差しが心地よい畑の青空教室で、電ボ隊角宮隊員の指導のもと、ススキのフクロウ・カズラのリ－
ス・どんぐりのヤジロベイ等々とても上手に出来ました。
１１月２５日（土）、今日は「サツマイモ＆サトイモ掘り・焼き芋とホタルの放流」です。
最初に畑をお借りした奥田さんにお礼を言って畑に入りました。電ボ隊上本隊員から収穫手順の説
明の後、いよいよサツマイモの収穫です。分校生は丸くて大きな芋にビックリし、つるにいっぱい付いた
芋に歓声をあげていました。サトイモもたくさん小芋がついていました。
焼き芋作りでは収穫した芋を水洗いし、濡らした新聞紙・アルミホイ－ルで包み、焚き火の熾（お）き
に入れて待ちました。今回は新聞紙で芋を巻いたので上手に焼きあがり、みんなで美味しくいただき、
収穫の喜びを体験しました。
最後にホタル公園で、奥畑の皆さんが育てて下さったホタルの幼虫とえさとなるカワニナを一緒に放
流しました。
来年の 6 月には成虫となり、光の乱舞が見られることでしょう。

青空の
青空の
下での
工作は
工作は
大人も
大人も
子ども
も夢中
でした。
でした。

焼き芋
まだか
な･･･。
･･･。
早く食
べたい
よ～。
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