
    

    

    

    
 

 

 

 
 
 
    

    

    

    

    

 

 

 

    

  

   

 

 

 

 

 生活に役立つ情報を学び、暮らしに活かしてみませんか？ 

日  時 内   容 ／ 講   師 

裁判員制度～もしもあなたが選ばれたら～ 
７７７７月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（木木木木））））    

午前午前午前午前10101010時時時時～～～～正午正午正午正午    
広島地方検察庁検察広報官 

近藤 克治さん 

思えば伝わる～アナウンサーの処世訓～ 
８８８８月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（木木木木））））    

午前午前午前午前10101010時時時時～～～～正午正午正午正午    
広島経済大学教授（元ＮＨＫアナウンサー） 

 中村 克洋さん 

◇対 象 男性・女性問わずどなたでも 

◇申 込 沼田公民館へ 

◇主 催 伴女性会、沼田公民館 
    
 
 

日頃の備えとコミュニティの大切さについて再考してください。 

◇期 間 ７７７７月月月月１１１１日日日日（（（（日日日日）～）～）～）～７７７７月月月月７７７７日日日日（（（（土土土土））））    

◇内 容 ６・29号豪雨災害、３・24芸予地震災害写真の展示 

◇主 催 伴地区自主防災会連合会、沼田公民館 
    

 

思春期に入った子どもたちとどう接していけばよいのでしょうか。 

◇日 時 ７７７７月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（土土土土））））    午後午後午後午後１１１１時時時時半半半半～～～～３３３３時時時時 

◇内 容 思春期の子どもの接し方 

◇講 師 広島デジタルアカデミー専門学校講師 平岡 豊惠さん 

◇対 象 関心のある方ならどなたでも 

◇申 込 沼田公民館へ 

◇主 催 伴中学校ＰＴＡ、沼田公民館 
 
 
 
 
  

ひんやり冷やした「赤ジソジュース」はさっぱりとおいしいだけでなく、

夏バテ防止にとっても効能があります。ぜひ挑戦してみてください。 

◇日 時 ７７７７月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（土土土土））））    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 

◇内 容 赤ジソジュース作り 

◇対 象 小学生以上であればどなたでも    

       ※託児付き。ご利用の方は申込み時にご連絡を。 

◇定 員 ２０名（申込み順） 

      ※１６名未満の場合は中止することがあります 

◇受講料 ８００円 

◇持参物 エプロン、三角巾（バンダナ）、ふきん２枚、 

赤ジソジュース保存用ガラス瓶（２㍑程度） 

       ※ガラス瓶は持ち帰り時重いという方に軽い容器を実費 

       (1600円)で用意できます。申込み時にご連絡ください。 

◇申 込 ７月13日(金)までに沼田公民館へ 
 

 
  

広島出身の「頼山陽」の生涯について学芸員が解説します。 

◇日 時 ７７７７月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（金金金金））））    午前午前午前午前10101010時時時時～～～～正午正午正午正午    

◇内 容 日本を代表する漢学者、頼山陽の生涯 

◇講 師 頼山陽史跡資料館学芸員 花本 哲志さん  

◇対 象 おおむね６０歳以上の方 

 
    
①①①①『『『『紙紙紙紙すきにすきにすきにすきに挑戦挑戦挑戦挑戦！』！』！』！』    

◇日 時 ８８８８月月月月３３３３日日日日（（（（金金金金））））    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 

◇対 象 小学１～３年生 ２５人（先着順） 

◇持参物 材料費１００円、古タオル２枚、下敷１枚、 

和手ぬぐい（ある人）、ピンセット（ある人） 

◇講 師 広島市環境サポーターネットワークのみなさん         
②②②②『『『『木製木製木製木製あやつりあやつりあやつりあやつり人形人形人形人形をををを作作作作ろうろうろうろう！』！』！』！』    

◇日 時 ８８８８月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（土土土土））））    午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～正午正午正午正午 

◇対 象 小学１～３年生と保護者でのペア ２０組（先着順） 

◇持参物 材料費３００円、紙袋１枚、ラジオペンチ（ある人） 

◇講 師 もりメイト倶楽部会員 辻邉 泰喜さん         
③③③③『『『『魚魚魚魚をさばいてをさばいてをさばいてをさばいて料理料理料理料理ししししようようようよう！』！』！』！』    

◇日 時 ８８８８月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（月月月月））））    午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～午後午後午後午後１１１１時時時時 

◇対 象  小学４～６年生 ２５人（先着順） 

◇持参物 材料費５００円、エプロン、三角巾（バンダナ）、ふきん 

◇講 師 料理研究家 原田 寿美子さん         
④④④④『『『『鉛筆立鉛筆立鉛筆立鉛筆立てをてをてをてを作作作作ってみようってみようってみようってみよう！』！』！』！』    

◇日 時 ８８８８月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（土土土土））））    午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～正午正午正午正午 

◇対 象  小学４～６年生 ２５人（先着順） 

◇材料費 ３００円、紙袋１枚 

◇講 師 広島県森林インストラクター連絡協議会のみなさん 

◇申込み 下の３つの鉛筆立てのうち、どれを作るかを決めて、 

申込みのときに必ず教えてね。 

①       ②      ③ 

 

 

      

                くま         とんぼ         ちょう      
！！！！！！！！ごごごご注意注意注意注意！！！！！！！！    

夏休夏休夏休夏休みみみみチャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ教室教室教室教室はははは、、、、１１１１人人人人につきにつきにつきにつき１１１１講座講座講座講座のみののみののみののみの受付受付受付受付となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

 またまたまたまた、、、、申込申込申込申込みはみはみはみは、、、、７７７７月月月月２２２２日日日日（（（（月月月月））））９９９９時時時時からからからからのののの受付開始受付開始受付開始受付開始となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

 

 

 

じっくりもの作りに取り組んだ後は作ったもので存分に遊んでみよう！ 

◇日 時  ７７７７月月月月２２２２２２２２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 

◇内 容  竹工作、紙工作、廃物を使った自由あそび など 

      ※お昼ごはんにはおにぎりがあります。 

◇対 象  小学生（保護者同伴であればその弟妹もＯＫ！） 

◇定 員  ５０人（申込み順） 

◇材料費  ひとり１００円（当日集めます） 

◇持参物 工作に使えそうな家でいらなくなったもの（何でもＯＫ） 

◇申込み ７７７７月月月月２２２２日日日日（（（（月月月月））））９９９９時時時時からからからから受付開始受付開始受付開始受付開始。。。。 

   

 

 
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。（パソコンの持ち込みもＯＫ） 

◇日 時 ７７７７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 

Ｎｏ.３６９  ２００７年（平成１９年）７月１日（日）    
                                              

 

          

 

 
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（8/4まで） 

・毎週火曜日（7/3，10，17，24，31） 

・海の日（7/16） 

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 

※※※※会場会場会場会場のののの表記表記表記表記のないのないのないのない講座等講座等講座等講座等につにつにつについてはいてはいてはいては、、、、沼田公民館沼田公民館沼田公民館沼田公民館でのでのでのでの開催開催開催開催となりますとなりますとなりますとなります。。。。（（（（表面表面表面表面・・・・裏面共通裏面共通裏面共通裏面共通））））    
※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。 

    

趣味・教養 
講   座 

そのそのそのその２２２２    

そのそのそのその１１１１    



 

 

  明治の元勲 木戸孝允公の書簡を一緒に読んでみませんか。               下手でいい。下手がいい。  

◇日 時 ８８８８月月月月１１１１日日日日（（（（水水水水））））午後午後午後午後２２２２時時時時～～～～４４４４時時時時                                                                           絵手紙をはじめませんか！ 

 ◇場 所 沼田公民館 研修室２                   ◇活動日 原則第原則第原則第原則第２２２２金曜日金曜日金曜日金曜日    午後午後午後午後１１１１時半時半時半時半～～～～３３３３時時時時 

 ◇参加費 ５００円（資料代）                    ◇場 所 沼田公民館 研修室２ 

◇申込み ７月２０日（金）までに沼田公民館へ（問合せも）      ◇会 費 １，０００円／月 

 ◇主 催 古文書同好会                       ◇連絡先 伊藤（TEL８４８－２２３１、FAX８４８－２２７３） 

  
 
         

最近よく聞く“自然農法”のおはなしです。あなたも野菜作り         できたばかりで現在２３名で活動しています。 

でスローライフを始めてみませんか？                    みんなで集まってワイワイ、ガヤガヤ元気に楽しく 

◇日 時 ７７７７月月月月１２１２１２１２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                                                                歩きましょう！ 

 ◇場 所 沼田公民館 研修室１                   ◇活動日 １１１１････３３３３････５５５５水曜日水曜日水曜日水曜日    午前午前午前午前９９９９時半時半時半時半～～～～ 

◇講 師 (財)自然農法国際開発センター中国地区普及所        ◇場 所 沼田公民館（９時半までに集合） 

      所長 松實 能文さん                   ◇指 導 安佐南保健センター 

◇参加費 無料                           ◇会費等 無料  

◇申込み 不要。直接、会場までお越しください            ◇問合せ 沼田公民館まで 

◇主 催 伴女性会リサイクル村                     

 

 

６月９日、昨夜来の雨も上がり、総勢１１０人、奥田農園で秋の大収穫、おいしい焼きイモを夢見て、全員土まみれになりながら電ボ隊の指導の 

下、サツマイモの苗を300本植え付けました。この農園には他にも枝豆、大豆、スイカ、かぼちゃ、トマト、 

ひまわり等たくさんの野菜や花が植えてあります。イノシシ用の防護柵もつくり、収穫がとても楽しみです。 

 

夕方６時に再度集合し、カブトムシのすみかづくり、昆虫学習、ホタル学習の後で、いよいよお待ちかねの 

ホタル鑑賞。夜８時を過ぎてあたりがやっと暗くなり始めた頃、ホタル公園に移動し、一年ぶりのホタルに 

ご対面。あっちこっちで小さな歓声が聞こえできました。今年もたくさんのホタルに出合い、とても幸せな 

気持ちで帰路につきました。 

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 ７７７７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時時時時半半半半 

◇内 容 ほっこりまったりティーサロン 

     ～ついでに写真立ても作っちゃおう！～ 

◇定  員  ２０名（要申込み） 

◇持参物  材料費１５０円、子ども用飲み物、 

     キッチンばさみ 

◇お知らせ たまごクラブ後沼田保育園でわかば

ママ応援教室があります（３名まで） 
 

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    
「きんさい！みんなの保育園」 
◇日 時 ７７７７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～～～～11111111時時時時 

◇内 容 お父さんと一緒に園庭であそぼう 

◇対 象 ３歳未満児と父子３組 

◇日 時 ７７７７月月月月21212121日日日日（（（（土土土土））））午前午前午前午前10101010時時時時～～～～11111111時時時時 

◇内 容 わかばパパ応援教室 

◇対 象 はじめてパパになる人３名 

◇場 所    沼田保育園沼田保育園沼田保育園沼田保育園    

◇申込み 沼田保育園（８４８－３５９６）へ 
    

    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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♪ 

申し込み不要♪ 

◇日 時 ７７７７月月月月４４４４日日日日（（（（水水水水））））午前午前午前午前10101010時時時時～～～～11111111時半時半時半時半 

◇内 容 おしゃべりタイム ほか 

◇持参物 Mｙカップ（保護者）、子ども用飲み物、

参加費５０円 

◇お知らせ 安佐南保健センターの健康相談室

は７月18日（水）です 
 

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」」」」    

毎月オススメ絵本の読み聞かせをしています。 

◇日 時 ７７７７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 

◇内 容 絵本の読み聞かせ 

「はちうえはぼくにまかせて」ほか 

     ちょっとした工作もあるよ！ 

◇申込み 不要。お気軽にお越しください 

   夏休み中の小学生も遊びにきてね！ 

 

 

 

  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

            

            

 

 

 

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」」」」    

時間内は出入り自由のオープンスペース♪ 

申し込み不要♪ 

◇日 時 ７７７７月月月月11111111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    

◇内 容 読み聞かせとパネルシアター 

◇持参物 Mｙカップ（保護者）、子ども用飲み物、

参加費５０円 

◇お知らせ 子どもたちと一緒に遊んでくださる 

   地域の方を大募集中です！ 
 

伴保育園伴保育園伴保育園伴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    
「「「「伴保育園体験入園伴保育園体験入園伴保育園体験入園伴保育園体験入園」」」」    

◇日 時 ７７７７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～～～～正午正午正午正午 

◇場 所    伴保育園伴保育園伴保育園伴保育園    １１１１号館号館号館号館    

◇内 容 一緒にあそぼう 

◇対 象 ７ケ月～３歳４ケ月までの親子９組 

◇持参物 参加費１００円、着替一式、おむつ 

     エプロン、フェイスタオル、ビニール袋 

◇申込み 7月10日～14日まで受付（先着順） 

     伴保育園へ（８４８－４９２５） 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
このこのこのこの広報広報広報広報はははは、、、、次次次次のののの各新聞販売店各新聞販売店各新聞販売店各新聞販売店のごのごのごのご厚意厚意厚意厚意によりによりによりにより新聞折新聞折新聞折新聞折りりりり込込込込みしていただいておりますみしていただいておりますみしていただいております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 

 

伴東児童館伴東児童館伴東児童館伴東児童館    『『『『サマーフェスタサマーフェスタサマーフェスタサマーフェスタ』』』』     
◇日 時 ７７７７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２２２２時時時時 

◇場 所 伴東児童館伴東児童館伴東児童館伴東児童館（（（（伴東小学校内伴東小学校内伴東小学校内伴東小学校内）））） 

◇内 容 マジックショー、大型絵本、ヨーヨーつり、 

ゲーム、工作「ふわっとＵＦＯ」、 

軽食「牛乳パックのホットドック」（申込み要） 

◇主 催 伴東児童館（８４８－４００１） 

◇共 催 ともひがしくらぶ、沼田公民館 

     
伴児童館伴児童館伴児童館伴児童館    『『『『伴伴伴伴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    ７７７７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 伴児童館伴児童館伴児童館伴児童館（（（（伴小学校内伴小学校内伴小学校内伴小学校内））））・・・・伴小学校体育館伴小学校体育館伴小学校体育館伴小学校体育館    

◇内 容 バルーンアート、ゲームコーナー、スーパーゴルフ（先着300名） 

     軽食「そうめん流し、パン、ジュース、かき氷」 

◇主 催 伴児童館（８４８－００９４） 

◇共 催 伴っ子クラブ、しいのみ会保護者会、沼田公民館 

※伴っ子クラブからのお願い・・・そうめん流しの際に使うそうめんを無償提供 

いただける方がおられましたら、公民館までお持ち寄りください。 

 


