
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

      
企業・団体との連携講座 

 

 

初心者向けのワードとエクセルの基礎講習会です。 

回 開 催 日 内        容 

１ ５５５５月月月月１２１２１２１２日日日日((((月月月月))))    Ｗｉｎｄｏｗ操作 

２ ５５５５月月月月１９１９１９１９日日日日((((月月月月))))    Ｗｏｒｄの基礎と文字入力 

３ ５５５５月月月月２６２６２６２６日日日日((((月月月月))))    文章入力 

４ ６６６６月月月月    ２２２２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    ９９９９日日日日((((月月月月))))    表の作成（Ｗｏｒｄ） 

６ ６６６６月月月月１６１６１６１６日日日日((((月月月月))))    はがき文書の作成 

７ ６６６６月月月月２３２３２３２３日日日日((((月月月月))))    Ｅｘｃｅｌの基礎 

８ ６６６６月月月月３０３０３０３０日日日日((((月月月月))))    表の作成（Ｅｘｃｅｌ） 

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

10 ７７７７月月月月１４１４１４１４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 

◇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） 

◇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 945円(初回に集めます。) 

◇申込み  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２０２０２０２０日日日日((((日日日日))))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                    
 

 
 
 
 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。 

回 日  時 散策ルート 集合場所 

１ 
４４４４月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（土土土土））））    

9999：：：：30303030～～～～12121212：：：：30303030    
毘沙門ルート 

 毘沙門天バス停 

（解散はＪＲ緑井駅前） 

２ 
４４４４月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（日日日日））））    

9999：：：：30303030～～～～12121212：：：：30303030    
大塚ルート 

アストラムライン 

大塚駅改札前 

３ 
５５５５月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（土土土土））））    

9999：：：：33330000～～～～12121212：：：：00000000    
八木ルート ＪＲ梅林駅前 

４ 
５５５５月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土））））    

9999：：：：30303030～～～～12121212：：：：00000000    
古市ルート ＪＲ古市橋駅前 

 
◇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（（（（木木木木））））までにまでにまでにまでに、、、、区政振興課区政振興課区政振興課区政振興課((((８３１８３１８３１８３１－－－－４９２６４９２６４９２６４９２６））））    

へへへへ電話電話電話電話でおでおでおでお申込申込申込申込みくださいみくださいみくださいみください。。。。    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
企業・団体との連携講座 

 

 

  一日たった１５分のトレーニングで表情が豊かに！！ 

たるみやシワまで解消する上、顔のラインが引き締まり小顔に･･･！ 

正しいフェイストレーニング法を身に付けて笑顔で若返りましょう♪   
◇日 時 ４４４４月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（月月月月））））午前午前午前午前１１１１００００時時時時～～～～１１１１１１１１時半時半時半時半    

◇対 象  どなたでも（先着２０名） 

◇講 師 フェイストレーニングインストラクター 秋山 久恵さん 

◇受講料 ５００円 

◇持参物 手鏡（顔全体が映せるもの） 

◇申込み ４月２３日（水）までに公民館へお申込みください。 

◇共 催 ヴェーネレ 広島サロン              
 

 

時間内は出入り自由の「ものづくりのオープンスペース」です。 

毎月第４日曜日に開催するよ！！（８月・１２月・３月は休みです）     
 ◇日 時 ４４４４月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（日日日日））））    午後午後午後午後１１１１時半時半時半時半～～～～４４４４時半時半時半時半    

◇内 容  いろんな道具や材料を使って工作をしよう！ 

◇対 象  関心のある人ならどなたでも 

     （子どもも大人も楽しめるひろばです） 

◇協 力  伝承遊びボランティアのみなさん    
 

 

  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 ４４４４月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（木木木木））））・・・・２４２４２４２４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 

          
 
 
  月に一度、「日々を楽しく、イキイキはつらつと暮らすためのヒント」を

学びに来ませんか？  
◇日 時 ５月から３月までの原則第３金曜日 午前１０時～正午 

（全１０回、８月はお休み） 

◇対 象 おおむね６０歳以上の方 

◇内 容 「健康」や「生きがい」など、日常生活に 

密着した話題を中心に学習します。 

◇参加費 年間５００円（はがき代） 

◇申込み ４月２８日（月）までに公民館へお申込みください。 

※１９年度の沼田高齢者学級会員で参加継続を申し出 

られた方については、連絡の必要はございません。 

○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 

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/   

Ｎｏ.３７８  ２００８年（平成２０年）４月６日（日）    
                                              

 

          

 

 

 

 
休館日の案内（5/4までの） 

・毎週火曜日（4/8，15，22，29） 

・4/30(昭和の日の振替休日） 

・5/3（憲法記念日） 
 
開館時間 

午前8時30分～午後10時 

ふるさとのふるさとのふるさとのふるさとの香香香香りりりり    沼田町沼田町沼田町沼田町    



    
    
    

    
あなたも野菜作りでスローライフを始めてみませんか？   

◆日 時 ４４４４月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（月月月月））））    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 

◆申込み 不要 

◆主 催 伴女性会リサイクル村 

    
    

 

今年も夜の沼田の町を楽しく歩きますよ～！ 

◆日 時 ４４４４月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（土土土土））））午後午後午後午後６６６６時時時時よりよりよりより（（（（雨天決行雨天決行雨天決行雨天決行））））    

◆問合せ ボーイスカウト安佐第 ６団(西田８４８－０１８０） 

ガールスカウト広島第２１団(若林８４８－２０６８） 

        ボーイスカウト安佐第 ３団(沖原８３９－２２１９） 

◆協 力 沼田地区体育協会 

                        
    
    

                
道場訓道場訓道場訓道場訓はははは「「「「剣道剣道剣道剣道をををを通通通通じてじてじてじて親孝行親孝行親孝行親孝行！」！」！」！」    

◆練習日 水曜日水曜日水曜日水曜日：：：：午前午前午前午前５５５５時時時時15151515分分分分～～～～７７７７時半時半時半時半（（（（大塚小学校大塚小学校大塚小学校大塚小学校）））） 

 （場所） 土曜日土曜日土曜日土曜日：：：：午後午後午後午後１１１１時時時時15151515分分分分～～～～５５５５時時時時（（（（大塚小学校大塚小学校大塚小学校大塚小学校）））） 

     月曜日月曜日月曜日月曜日：：：：午後午後午後午後５５５５時時時時15151515分分分分～～～～７７７７時時時時（（（（伴南小学校伴南小学校伴南小学校伴南小学校））））    

◆対 象 幼稚園児、小学生、中学生の初心者 

◆会 費 ２，０００円／月 

◆問合せ 空本（８４９－６５５４） 

    
    

一日体験講習会一日体験講習会一日体験講習会一日体験講習会をしますをしますをしますをします。。。。どうぞごどうぞごどうぞごどうぞご参加参加参加参加をををを！！！！！！！！    
最近流行のメタボ対策に… 複式呼吸で内臓脂肪の減少を･･･ 

◆日 時 ４４４４月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（金金金金））））    午後午後午後午後１１１１時半時半時半時半～～～～ 

◆場 所 沼田公民館 大集会室 

◆参加費 無料。老若男女問いません！ 

 

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    

「「「「きんさいきんさいきんさいきんさい！！！！みんなのみんなのみんなのみんなの保育園保育園保育園保育園」」」」                
◇日 時 ４４４４月月月月25252525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 沼田保育園とその近隣 

◇内 容 園児と一緒に近隣散歩にでかけ、 

     春を見つけてあそびましょう 

◇対 象 未就園児親子２０組（要予約） 

◇お知らせ 毎月第毎月第毎月第毎月第２２２２土曜日土曜日土曜日土曜日にわかばパパ応援 

教室があります（午前午前午前午前10101010時時時時～～～～11111111時時時時） 

     初妊婦の夫３組（要予約） 

◇申込み 沼田保育園（８４８－３５９６）へ 

 

 

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    

「「「「おおきくなったかなおおきくなったかなおおきくなったかなおおきくなったかな」」」」                    
◇日 時 ４４４４月月月月15151515日日日日（（（（火火火火））））午前午前午前午前10101010時時時時～～～～10101010時時時時半半半半    

◇場 所 伴保育園 

◇内 容 お子さんの身体測定（毎月第３火曜日） 

※毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日に園庭開放をしています。 

（午前午前午前午前10101010時時時時～～～～正午正午正午正午） 

◇対 象 未就園児（生後３ケ月から）  

◇申込み 不要。お気軽にお越しください。 

◇お知らせ わかばパパ応援教室（４４４４月月月月９９９９日日日日）、わか 

ばママ応援教室（４４４４月月月月26262626日日日日）は要予約 

 

    
妊婦妊婦妊婦妊婦、、、、００００歳児歳児歳児歳児ののののママママママママ対象対象対象対象    

「「「「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 ５５５５月月月月９９９９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 産前産後の心と体、 

       呼吸法でリラックス 

◇定  員  ２０名（要申込み） 

◇持参物  バスタオル、子ども用飲み物 

◇お知らせ １１時半から沼田保育園 

でわかばママ応援教室が 

あります。(要予約) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

００００、、、、１１１１歳児歳児歳児歳児((((第第第第１１１１子子子子))))ととととママママママママ対象対象対象対象    

「「「「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 

申し込みは不要です♪スタッフも募

集中です。一緒に活動しませんか？ 

◇日 時 ４４４４月月月月１６１６１６１６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 フリータイム 

◇持参物 Ｍｙカップ（保護者）、 

子ども用飲み物、 

参加費５０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２２２、、、、３３３３歳児歳児歳児歳児とととと保護者対象保護者対象保護者対象保護者対象    

    「「「「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」」」」    
今回はお外に飛び出してよもぎつみ

です。１０時に広陵高校の入り口に

集まってね☆（駐車場あります） 

◇日 時 ５５５５月月月月１４１４１４１４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 よもぎつみに行こう 

◇持参物 飲み物（親子とも） 

◇申込み 当日９時までに必ず 

  お申込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未就園児未就園児未就園児未就園児とととと保護者対象保護者対象保護者対象保護者対象    

「「「「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。０歳児からどうぞ。 

◇日 時 ４４４４月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（金金金金））））    

午前午前午前午前１０１０１０１０時半時半時半時半～～～～１１１１１１１１時時時時    

◇内 容 絵本（ぺたぺた ほか）

の読み聞かせと手遊び

など 

◇申込み 不要。お気軽にお越し 

     ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
  広島市公民館条例改正に伴い、平成２０年４月１日より公民館使用料 

の返還と徴収単位が変更されることになりました。     
１．使用料の返還について 

   次のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる額を返金します。 

１）使用者の責めに帰することのできない理由により使用すること 

ができない場合・・・全額返還 

２）使用日の１週間前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 

・・・全額返還 

３）使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出た場合 

     ・・・半額返還 
 
２．使用料の徴収単位について 

   公民館使用料の徴収単位が「１時間までごと」になります。 

各部屋の１時間までごとの使用料は以下のとおりです。 
    

大 集 会 室 １，３５０円 

〃 以外の部屋   ４５０円 
  
   詳しいこと、またわからないことがございましたら、公民館へお問い 

合わせください。 

 なお、条例の改正に伴い、４月１２日（土）に公民館利用グループの 

ための説明会を実施する予定でしたが、５月以降に実施を延期すること 

になりました。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。日程につき 

ましては、後日代表者へ連絡いたします。 

 
 

 

沼田公民館では、週３日職員が遅番勤務をしています。 

水水水水～～～～金曜日金曜日金曜日金曜日は午後午後午後午後９９９９時半時半時半時半まで次のサービスが利用できます。土土土土～～～～月曜日月曜日月曜日月曜日    

については、次のサービスは午後午後午後午後５５５５時時時時１５１５１５１５分分分分までとなっています。      

○公民館利用申請手続き 

○印刷サービス（９時半までに終了していただきますようお願いします） 

 ○学校の照明点灯カード・納付書の発行（金融機関で振込が必要です） 

 ○公民館図書コーナー利用カードの発行 

 ○各種学習相談 

 ○講座の申込み          

など。ぜひ有効にご活用ください！ 

 

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    

「「「「会員会員会員会員 をををを募集募集募集募集していますしていますしていますしています！！！！」」」」    
児童・生徒の健全育成と児童福祉の向上を図る 

ことを目的とする地域住民の集まりです。気軽 

に無理なく！をモットーに活動しています。 

◇活動内容 オープンスペースの運営や会員同士 

および世代交流の行事などの実施 

     ※詳細はお問い合わせください。 

◇会 費 ５００円／年（毎年更新） 

◇問合せ 下垣内（８４９－１５３５）か 

沼田公民館へ 

 

 


