
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
   

原爆ドームの世界遺産登録１０周年を記念して特別にパネル展示 

をおこないます。平和資料展の写真とあわせて、戦争がもたらし 

た事実と、平和の尊さについて改めて考えてみてください。 

◇期  間 ８８８８月月月月９９９９日日日日（（（（木木木木）～）～）～）～１５１５１５１５日日日日（（（（水水水水））））までまでまでまで        

      （平和資料展平和資料展平和資料展平和資料展はははは８８８８月月月月１１１１日日日日（（（（水水水水））））からからからから開始します） 

◇場  所 沼田公民館１階ロビー 

◇内  容 原爆ドーム写真パネルの展示 

ヒロシマの原爆写真パネルの展示 

◇共  催 広島ユネスコ協会 
 
 
 
 

パソコンの操作や文字入力のできない方のための講習会です。 

パソコンに触ったことのない方やパソコンは持っているけど全く 

使えないという方の参加をお待ちしています。  
回 日   程 内      容 

１ ８８８８月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（月月月月））））    パソコン操作の基礎 

２ ８８８８月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（月月月月））））    文字入力の基礎 

３ ８８８８月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（月月月月））））    文字入力の練習 

４ ９９９９月月月月    ３３３３日日日日（（（（月月月月））））    インターネットを楽しもう 

５ ９９９９月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（月月月月））））    Ｅメールの交換 

◇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２２２２時時時時～～～～４４４４時時時時半半半半 

◇場  所 沼田公民館 研修室２ 

◇講  師 沼田地区ＩＴリーダーのみなさん 

◇対  象 パソコン初心者 

※受講したことのある方はお申込できません。 

◇定  員 １０名（申込多数の場合は抽選） 

◇参 加 費  無料 

◇申込方法 ８８８８月月月月１１１１００００日日日日（（（（金金金金））））１５１５１５１５時時時時までにまでにまでにまでに電話電話電話電話かかかか窓口窓口窓口窓口ででででお申込み

ください。当選結果当選結果当選結果当選結果はははは８８８８月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（金金金金））））のののの１７１７１７１７時以降時以降時以降時以降

にににに電話電話電話電話かかかかＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸでででで連絡連絡連絡連絡しますしますしますします。。。。        
 

 
 

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 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 

◇場  所 沼田公民館 研修室１ 

◇内  容 思えば伝わる～アナウンサーの処世訓～ 

◇講  師 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 

 

   
申込みの必要はありません。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 ８８８８月月月月９９９９日日日日((((木木木木))))・・・・２３２３２３２３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 

 

 

 

 
 

夏休夏休夏休夏休みみみみ、、、、小学生小学生小学生小学生のみんなはどうのみんなはどうのみんなはどうのみんなはどう過過過過ごしてるごしてるごしてるごしてる？？？？    
まだまだまだまだ、、、、申込申込申込申込みがみがみがみが間間間間にににに合合合合うううう講座講座講座講座もあるよもあるよもあるよもあるよ。。。。    

友友友友だちだちだちだち誘誘誘誘ってってってって、、、、公民館公民館公民館公民館にににに遊遊遊遊びにおいでびにおいでびにおいでびにおいで！！！！！！！！    
    

    
 

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

◇場 所 沼田公民館 研修室１ 

◇対 象  小学４～６年生 ２５人（先着順） 

◇持参物 材料費３００円、持ち帰り用紙袋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 ８月１５日（水）までに、電話かＦＡＸで。 

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。見本が公民館にあるよ。 

①      ②      ③ 

 

 

      

             くま        とんぼ        ちょう 
 
    
 

◇日 時 ８８８８月月月月１９１９１９１９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１１１１時時時時 

◇場 所 沼田公民館 実習室 

◇メニュー ハンバーグ定食 

◇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、ふきん２枚 

◇講 師 広島修道大学料理研究会のみなさん 

◇申込み ８月１５日（水）までに、電話かＦＡＸで。 
 

 
 
◇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 

◇場 所 沼田公民館 研修室１ 

◇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 

◇申込み ８月１０日（金）までに、電話かＦＡＸで。 
         

絵本を５５０冊も載せたキャラバンカーがやって来るよ～！ 

絵本の好きな子、集まれ～！ 

◇日 時 ９９９９月月月月８８８８日日日日（（（（土土土土））））    午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時半半半半～～～～１１１１１１１１時半時半時半時半 

◇内 容 講談社のおはなし隊隊長と、読み聞かせボランティア 

「あのねの会」のスタッフによる絵本の読み聞かせと、 

     キャラバンカーの内外での絵本の自由閲覧。 

◇場 所 沼田公民館 駐車場・会議室２ 

◇対 象 主に３歳児～６歳児 

     ※それ以外の年齢のお子さんもどうぞ。 

◇申込み なるべく事前にお申込みください。 

お申込みしていただいた先着２０名に、   

講談社からおみやげがありますよ。 

 

 

 

  
Ｎｏ.３７０  ２００７年（平成１９年）８月５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（9/2 まで） 

・毎週火曜日（8/7，14，21，28） 

・平和祈念日（8/6） 

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いてはについてはについてはについては、、、、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。 

    
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 



 
    

７月１４日の伴っ子フェスタ開催に際しまして、たくさんの方々    今年の仮装テーマは「○○王子」！！ 

 より「そうめん」の寄付をいただきました。心よりお礼申し上げ    沼田の夏の風物詩である盆踊大会が今年も開催されます。 

 ます。あいにく当日は台風のため、そうめん             豪華賞品の当たるおたのしみ大抽選会をはじめ、名物の仮 

 流しを中止いたしましたが、９月２日（日）             装大会など盛りだくさんのイベントで 

 に伴小学校体育館で行われます「こどもま              皆様のご来場をお待ちしています。  

つり」において、使用させていただく予定             ◇日 時    ８８８８月月月月１１１１６６６６日日日日（（（（木木木木））））午後午後午後午後 6666 時時時時開場開場開場開場    

です。何卒ご理解、ご了承下さいますよう                  （（（（雨天雨天雨天雨天のののの場合場合場合場合はははは中止中止中止中止）））） 

お願いいたします。    伴っ子クラブ             ◇会 場 伴伴伴伴小学校小学校小学校小学校上上上上グラウンドグラウンドグラウンドグラウンド    

                                ◇主 催 沼田町盆踊大会実行委員会 

                                                                                                                                                                            ◇問合せ 沼田町商工会事務局（８４８－２８６９）    

                                              

                                 

                                

 みんなおいで！けん玉のいろいろな技に挑戦してみようよ！      ６月１４日、ＮＰＯ法人「沼田まちづくり協議会                             

   君もけん玉の達人をめざしてみない？                           （代表者原田照美さん）」が県知事より認証され                            

◇日 時 ９９９９月月月月２２２２日日日日（（（（日日日日））））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            ました。このたび事業の一環として沼田町盆踊            

◇場 所 伴東小学校 体育館                   大会会場で新潟中越沖地震災害支援募金活動を行います。 

◇主 催 伴東学区子ども会連合会                 皆様のご協力よろしくお願いいたします。                                             

                                ※なお、ＮＰＯ法人「沼田まちづくり協議会」についての      

                                 詳細は９月号でお知らせします。 

                                                         

                                        

精神統一、ストレス解消に良いですよ。                                                

    あなたも始めてみませんか？                                                                                                            

 初心者大歓迎（老若男女問いません）ぜひ一度、                                   

 体験（見学）してみてください。                                6 月 16 日       ともっち 

◇活動日 毎週日曜日毎週日曜日毎週日曜日毎週日曜日    午前午前午前午前１１１１時時時時半半半半～～～～４４４４時半時半時半時半                            伴地区スポーツクラブ 

◇場 所 沼田公民館                                      設立総会を開催 

◇会費等 ２,０００円／月                                                                    会長に梶山正治さんを選任 

  ◇問合せ 事務局（０９０）３７４５－５５１３（深井）                                         

                                                             6 月 10 日（日） 

                                                        安佐南区スポーツセンターで 

                          JT サンダーズ選手を招き 
                                               第１回バレーボール教室開催 
沼田歌謡同好会より椅子を寄贈していただきました。 

 ありがとうございます。今後の公民館                                     6 月 17 日（日） 

  の運営に役立てていきたいと思います。                                                    広域公園屋内テニスコートで 

        玄関前に設置させていただきましたので、                                                      NTT 西日本広島ソフトテニス 

    公民館をご利用の皆さまは休憩コーナー                                                                                                                クラブ選手を招き第３回    

    等としてご利用ください。                                                                                                                                        ソフトテニス教室開催    

 

 

 

 

 

 

 

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 ８８８８月月月月 10101010 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 産前産後のおっぱいケアを考えよう 

◇定  員  ２０名（要申込み） 

◇持参物  飲み物 

◇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。（時間は 11111111 時半時半時半時半～～～～12121212 時半時半時半時半。はじめてママに 

なる人３名。要予約。） 
    

乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児とそのとそのとそのとその保護者保護者保護者保護者対象対象対象対象    
「「「「健康相談室健康相談室健康相談室健康相談室」」」」    

◇日 時 ８８８８月月月月 15151515 日日日日（（（（水水水水））））午前午前午前午前９９９９時時時時半半半半～～～～11111111 時時時時半半半半    

 ◇場 所 沼田公民館 児童室 

◇内 容 乳幼児の身体測定や育児相談 など 

◇持参物  母子手帳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 」 
『『『『サタデーサタデーサタデーサタデー広場広場広場広場』』』』    

◇日 時 ８８８８月月月月 11111111 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 お父さんと一緒に保育園に行ってあそびましょう 

          ※絵本の貸し出しや育児相談もあります 

◇対 象 お父さんと未就園児 ３組（要予約） 
  
『『『『わかばわかばわかばわかばパパパパパパパパ応援教室応援教室応援教室応援教室』』』』    

◇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～～～～12121212 時時時時 

◇内 容 ママのサポートの仕方、赤ちゃんとのふれあい方、 

     ミルクの飲ませ方 など 

◇対 象 はじめてパパになる人３名（要予約） 
 
◆場 所    どちらもどちらもどちらもどちらも沼田保育園沼田保育園沼田保育園沼田保育園    

◆申込み それぞれ予約が必要です。電話（８４８－３５９６） 

で沼田保育園へお申込みください。 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


