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３食に伴い毎日出てくる生ゴミ・残飯。少しでも出さずにすむよう、

エコクッキングに挑戦してみませんか？ほんのちょっとの工夫で今ま

でゴミになっていた食材もおいしくいただけますよ♪ 
   
 ◇日 時 ４４４４月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（水水水水））））午前午前午前午前９９９９時半時半時半時半～～～～正午正午正午正午 

  ◇場 所 沼田公民館 実習室 

◇対 象 興味のある方ならどなたでも    

◇定 員 ２５人（申込み順） 

◇材料費 ４００円 

◇持参物 エプロン、三角巾（バンダナ）、ふきん 

◇講 師 広島市環境サポーター  狩野 美紀子さん 

 

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 内        容 

１ ５５５５月月月月    ７７７７日日日日((((月月月月))))    ウィンドウ操作 

２ ５５５５月月月月１４１４１４１４日日日日((((月月月月))))    ワードの基礎と文字入力 

３ ５５５５月月月月２１２１２１２１日日日日((((月月月月))))    文章入力 

４ ５５５５月月月月２８２８２８２８日日日日((((月月月月))))    体裁を整えた文章の作成 

５ ６６６６月月月月    ４４４４日日日日((((月月月月))))    表の作成（ワード） 

６ ６６６６月月月月１１１１１１１１日日日日((((月月月月))))    はがき文書の作成 

７ ６６６６月月月月１８１８１８１８日日日日((((月月月月))))    エクセルの基礎 

８ ６６６６月月月月２５２５２５２５日日日日((((月月月月))))    表の作成（エクセル） 

９ ７７７７月月月月    ２２２２日日日日((((月月月月))))    グラフの作成 

10 ７７７７月月月月    ９９９９日日日日((((月月月月))))    総合演習 

 
◇時  間 いずれも午後午後午後午後２２２２時時時時～～～～４４４４時半時半時半時半 
◇場  所 沼田公民館 会議室２ 
◇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人（申込み多数の場合は抽選） 
      ※申込みが５人未満の場合は、事業を中止いたします。 
◇講  師 沼田地区ＩＴリーダーグループ 
◇受 講 料  10, 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４４４４月月月月１１１１１１１１日日日日((((水水水水))))17時（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 

  ◇共  催 沼田地区ITリーダーサークル 

 

    
    

 
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できます。） 

◇日 時 ４４４４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～～～～正午正午正午正午 

  ◇場 所 沼田公民館 会議室２ 

 

 

楽楽楽楽しくしくしくしく歩歩歩歩いていていていて春春春春をををを満喫満喫満喫満喫！！！！    

  

 

 

 各地区在住のボランティアガ

イドが、地域にまつわる話を交

えながら、地区の見所を楽しく

案内します。参加者にはコース

ごとのオリジナル缶バッヂをプ

レゼントします。 

 

 

 

◇定 員 各３０人（申込み多数の場合は抽選） 

◇申込み ４４４４月月月月１０１０１０１０日日日日((((火火火火))))までにまでにまでにまでに、、、、電話電話電話電話でででで 

区政振興課区政振興課区政振興課区政振興課((((TELTELTELTEL８３１８３１８３１８３１－－－－４９２６４９２６４９２６４９２６））））へへへへ    

   

 

 

 

◇日 時 ５月から３月までの原則第３金曜日 午前１０時～正午 

      （８月を除く） 

◇対 象 おおむね６０歳以上の方（事前に申込をお願いします。） 

     ※１８年度の会員で参加継続を申し出た方については、 

    連絡の必要はございません。 

◇参加費 ５００円（はがき代） 

◇内 容 健康や生活、時事問題など 

 

 

 

 

 

◆日 時 ４４４４月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（木木木木））））午後午後午後午後1111時半時半時半時半～～～～3333時半時半時半時半 

 ◆場 所 沼田公民館 研修室１ 

◆講 師 (財)自然農法国際開発センター中国地区普及所 

       所長 松實 能文 さん 

◆参加費 無料 

◆申込み 不要。直接、会場までお越しください 

◆主 催 伴女性会リサイクル村 

 

 

 

 日時（少雨決行） 散策ルート 集合場所 

１ 
４４４４月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（日日日日））））    

    9999：：：：30303030～～～～12121212：：：：30303030    
祇園・山本地区 ＪＲ下祇園駅前 

２ 
４４４４月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（土土土土））））    

    9999：：：：30303030～～～～12121212：：：：30303030    
大塚地区 

アストラムライン 

大塚駅改札前 

３ 
５５５５月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（日日日日））））    

    9999：：：：30303030～～～～12121212：：：：00000000    
伴地区 

アストラムライン 

大原駅改札前 

４ 
６６６６月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（土土土土））））    

    9999：：：：40404040～～～～12121212：：：：00000000    
奥畑地区 奥畑集会所前 

○講座のお申込・お問合せは沼田公民館まで℡・Fax８４８－０２４２ 

※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。 

    

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（5/5までの） 

・毎週火曜日（4/3，10，17，24，5/1） 

・4/30（昭和の日の振替休日） 

・5/3（憲法記念日）  ・5/4（みどりの日） 

・5/5（こどもの日） 

開館時間 午前8時30分～午後10時 

ふるさとの香り 沼田町 

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 



 
     

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」」」」    

４月はお休みです。ごめんなさい！ 

◇日 時  ５５５５月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（金金金金））））午前午前午前午前10101010時時時時～～～～11111111時時時時半半半半 

◇場 所 沼田公民館 和室 

◇内 容  お疲れママの体に効くツボを教えてもらおう 

◇指 導 健康科学館ヘルスサポーター 林 左吉嗣さん 

◇定  員  ２０名（できるだけ事前にお申し込みください） 

◇持参物  飲み物 
 

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」」」」    
毎月オススメ絵本の読み聞かせをしています。 

子どもだけでなく、大人も一緒に楽しめますよ。 

◇日 時 ４４４４月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（金金金金））））午前午前午前午前10101010時時時時半半半半～～～～11111111時時時時半半半半 

◇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 

     「おべんとうバス」ほか 

◇申込み 不要。お気軽にお越しください 

 

 

 

 

 

沼田公民館では、子育て真最中のお母さんや小さな子どもたちと一緒に

おはなししたり、遊んだりしていただける方を募集しています。 

 活動は時間が取れる日だけでかまいません。子どもたちが遊んでいる姿

をただ見守ってくださるだけで結構です。ぜひ、一度活動日に遊びに来て

みてください。とても素敵な笑顔が待っています。 

子育てを応援している事業の開催日は右記のとおりです。 

子育てがひと段落して少し時間に余裕ができたお母さん、孫に会いたい

けれど遠くに住んでいてなかなか会えないおじいちゃん、おばあちゃん！

（近くにお孫さんがいる方もどうぞ） 子どもは地域の宝です。地域の子は

地域で育てていきましょう！ 

 

 

 

    

    

（（（（１１１１））））黄河黄河黄河黄河グループグループグループグループ（（（（中国語中国語中国語中国語））））    

☆活動日時 原則木曜日(月2回） 午後2時～3時半（見学歓迎） 

☆連 絡 先 沼田公民館まで 

（（（（２２２２））））伴竹会伴竹会伴竹会伴竹会（（（（県民踊県民踊県民踊県民踊）））） 

☆活動日時 原則第１・３月曜日 午前9時半～12時半 

☆連 絡 先  沼田公民館まで 

（（（（３３３３））））親子体操親子体操親子体操親子体操るんるんるんるんるんるんるんるんホップホップホップホップ    

    ☆活動日時 原則第２木曜日 午前11時半～午後1時 

    ☆対  象 おおむね2歳半以上の未就園児 

    ☆募集人数 若干名 

    ☆連 絡 先  沼田公民館まで 

（（（（４４４４））））広島西風道場広島西風道場広島西風道場広島西風道場 

｢剣道を通じて親孝行！」を道場訓に、楽しく厳しく稽古に励んでいます。 

☆対 象 幼稚園、小学生、中学生の初心者 

☆月会費 ２，０００円 

☆練習日 水曜：午後5時15分～7時半（大塚小） 

・場所 土曜：午後1時15分～5時 （大塚小） 

    月曜：午後5時15分～7時 （伴南小） 

☆問合せ 空本（TEL８４９－６５５４） 

 

 
 
 
 
 
 

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。申し込み不要♪    
４月からはリニューアルします。お楽しみに！ 

◇日 時  ４４４４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時時時時半半半半 

 ◇場 所 沼田公民館 大集会室 

◇内 容 おしゃべりタイムと大型絵本 

 ◇持参物 Mｙカップ（コーヒー用）、参加費５０円 

 ◇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 
 

２２２２、、、、３３３３歳児歳児歳児歳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    
「「「「なかよしなかよしなかよしなかよしクラブクラブクラブクラブ」」」」    

５月から新しくはじまるオープンスペースです。子どもたちが大好きな 

「ごっこあそび」のスペースを用意して待っています♪ 

◇日 時 ５５５５月月月月９９９９日日日日（（（（水水水水））））午前午前午前午前10101010時時時時～～～～11111111時時時時半半半半    

    ◇場 所 沼田公民館 大集会室 

◇内 容 オープンスペース 

◇参加費 １０円／組 

◇申込み 不要。時間内は出入り自由です。 

◇お知らせ サポーター会議は４４４４月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（水水水水））））１０１０１０１０時時時時からからからからです 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆日 時    ４４４４月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（日日日日））））９９９９時開会時開会時開会時開会（雨天時は、２２日に延期） 

◆場 所 伴小学校グラウンド 

◆運 営 伴地区町民運動会実行委員会 

 

 

 

 

お誘いあわせの上、お気軽にお越しください。 

 

◆日 時 ４４４４月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（金金金金））））１４１４１４１４日日日日（（（（土土土土））））午前午前午前午前９９９９時時時時～～～～午後午後午後午後４４４４時時時時 

◆場 所 沼田公民館ロビー 

  ※山野草講習会 午前１１時～ 午後２時～（申込不要）    

地地地地    域域域域    情情情情    報報報報    

 

■妊婦さんと０歳児の母親対象「沼田たまごクラブ」 

毎月第２金曜日 １０時～１１時半（年１０回） 

■０・１歳児（第１子）とその母親対象「おかあさんの広場」 

毎月第３水曜日 １０時～１１時半（年１０回） 

■２・３歳児とその保護者対象「なかよしクラブ」 

毎月第２水曜日 １０時～１１時半（年９回） 

■０歳児～未就園児とその保護者対象「おはなし会」 

毎月第４金曜日 １０時半～１１時半（年１１回） 

 

公民館の利用グループ一覧表の配布について 

沼田公民館では、さまざまな分野のグループが自主的な活動を

行っています。公民館では、利用利用利用利用グループグループグループグループ一覧表一覧表一覧表一覧表をををを窓口窓口窓口窓口でででで配布配布配布配布しししし

ていますていますていますています。。。。    

これから何か始めたいという方や興味のある方は、お気軽に公

民館窓口または、電話でお問い合わせください。 


