
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

趣味・教養講座 
 

  
砂糖・動物性食品を使わない「菜食料理」です。自然派料理で体の 

内側からきれいになりましょう！  
◇日 時 ５５５５月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（水水水水））））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 

◇メニュー 昆布としいたけだしのみそ汁、玄米雑穀ごはん、 

青菜の和え物、ゴボウと黒豆のバーグ 

◇対 象 関心のある方 ２０名（先着順） 

     ※託児があります。申込み時にご連絡ください。 

※ただし申込みが１８名を下回る場合は事業を中止します。 

◇講 師 自然派料理研究家 江島 雅歌さん 

◇受講料 １，５００円（講師料９００円＋材料費６００円） 

◇持参物 エプロン、ふきん２枚、三角巾（バンダナ） 

◇申込み ５月２１日（水）までに沼田公民館へ   
 

   
エコノミー（経済的）＆エコロジー（自然環境を大事にする）なエコ

クッキングで地球にやさしい調理を始めましょう！  
◇日 時 ５５５５月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（金金金金））））    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 

◇メニュー 小松菜とベーコンのカルボナーラ風スパゲッティ、 

     ガーリックポテト、パンプディング 

◇対 象 関心のある方 ２４名（先着順） 

     ※託児があります。申込み時にご連絡ください。 

◇講 師 エコクッキング研究家 増村 浩子さん 

◇持参物 エプロン、ふきん２枚、三角巾（バンダナ）、材料費３００円 

◇申込み ５月２２日（木）までに沼田公民館へ             
 

  
 家庭でできる「食育」の取り組みとして、子どもと一緒に台所に立ち

ましょう！時間にゆとりのある休日ごはんなら実践しやすいですよ。  
◇日 時 ５５５５月月月月２５２５２５２５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 

◇メニュー 五色冷めん、まんまる目玉焼き、牛乳かん 

◇対 象 小学１～３年生の親子 １６組（先着順） 

◇講 師 「エプロンママ」のみなさん       

◇材料費 ４００円／ひとり 

◇持参物 エプロン、ふきん２枚、三角巾（バンダナ） 

◇申込み ５月１７日（土）までに沼田公民館へ 
         
 
 
  家庭でも実践できる「健康体操」を学んで、日々を楽しく、イキイキ

はつらつと暮らしましょう！  
◇日 時 ５５５５月月月月１６１６１６１６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 

◇対 象 おおむね６０歳以上の方 

◇内 容 健康体操でイキイキはつらつと 

◇講 師 いでしたクリニック介護予防センターサブマネージャー 田村 大輔さん 

◇注 意 体を動かせる格好でおこしください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
企業・団体との連携講座 

 

 

   
 

おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、そして元気な子 

どもたち、みんな集まれ～！！ボール、ベル、ベルターの３Ｂ体操用 

具を使って楽しく体を動かそうよ！！   
◇日 時 ６６６６月月月月８８８８日日日日（（（（日日日日））））午前午前午前午前１１１１００００時時時時～～～～１１１１１１１１時半時半時半時半    

◇対 象  年少から小学生とその保護者（先着５０名） 

◇持参物 ５０円（保険代）、飲み物、タオル 

◇注 意 動きやすい服装でおこしください。 

     一人でも参加できますが、保護者の方もぜひご参加ください。 

◇共 催 （社）日本３Ｂ体操協会広島県支部 広島グループ    
 
 
 
 
 すでにサポーターとして活動している方も、これから活動して 

みようかな、と思っている方も、一緒に学んでみませんか？ 

回 日  時 内   容 

１ 
５５５５月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（月月月月））））    

午前午前午前午前10101010時時時時～～～～正午正午正午正午    

布おもちゃを作ろう！～軍手と古ネク

タイで作る動物～ 

２ 
５５５５月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（月月月月））））    

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

安佐南区の子育て事情を知ろう！～そ

こから見える子育て支援の必要性～ 

３ 
６６６６月月月月    ９９９９日日日日（（（（月月月月））））    

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

手遊びうた・親子あそびを教えてもらお

う！～広がるあそびの世界～  
◇対 象 子育てサポーターに関心のある方 ２０名（先着順） 

     ※託児があります。申込み時にご連絡ください。 

◇持参物 １回目：糸、針、はさみ、古いネクタイ２本（ほどいて裏布 

      にアイロンをかけてきてください）３回目：大きめハンカチ 

◇申込み それぞれ開催日の１週間前までにお申込みください       
 

 

  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 ５５５５月月月月８８８８日日日日（（（（木木木木））））・・・・２２２２２２２２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 

   
 

 

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。普段 

なかなか使わなくなった小刀やノコギリの使い方の基礎を習い、竹を 

割るところから竹とんぼや竹笛などの作品を作ってみましょう！     
◇日 時 ５５５５月月月月２５２５２５２５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  今月は「ホタルかご」作りもあるよ！ 

◇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） 

◇申込み 不要。気軽におこしください。 

◇協 力  伝承遊びボランティアのみなさん 

 

○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。 
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休館日の案内（6/1までの） 

・毎週火曜日（5/6，13，20，27） 
・5/3(憲法記念日) 
・5/5（子どもの日） 
・5/7(みどりの日の振替休日）  
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    



    
    
    

    
毎年恒例となったオーバーナイト・トレーニングが４月１２日(土)に 

行われました。１０ｋｍと２５ｋｍの２コースを５歳から８３歳まで 

の４６チーム総勢２７６名が参加、みなさん元気に完歩されました。 

今年の結果は、以下のとおりです。 

１０１０１０１０ｋｍｋｍｋｍｋｍコースコースコースコース＜２６チーム参加＞ 

１位 矢次さん、松阪くん、矢次くん、福田くん 

２位 川瀬さん、松浦さん、佐々木さん 

３位 若狭さん、出雲さん、出雲さん、若狭くん、 

山中くん、下松くん、溝田くん、出雲くん  

２５２５２５２５ｋｍｋｍｋｍｋｍコースコースコースコース＜２０チーム参加＞ 

１位 藤井くん、横山くん、山本くん、林くん、今津くん 

２位 吉本さん、林さん、上原さん、新田さん、見谷さん、富吉さん、 

    藤井さん、向井さん 

３位 栗栖くん、横浜くん、前田くん、岡本くん、久保田くん 

 

 

     
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 
５５５５月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（土土土土））））    
9999：：：：30303030～～～～12121212：：：：30303030    

相田・安ルート  安公民館 

２ 
６６６６月月月月    ７７７７日日日日（（（（土土土土））））    
9999：：：：30303030～～～～12121212：：：：30303030    

祗園・山本ルート ＪＲ下祗園駅前 

３ 
６６６６月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（土土土土））））    
9999：：：：30303030～～～～12121212：：：：00000000    

緑井ルート ＪＲ七軒茶屋駅前 

◇定 員 各３０人（申込み多数の場合は抽選） 

◇申込み ５月14日(水)までに、区政振興課(８３１－４９２６）へ 

                       
みなさんのご家庭に、絵本・児童書・小説など、不要になった本はあ 

りませんか？百科事典や全集など、一部受け取ることのできない図書 

もありますが、図書コーナーのより一層の充実を目指して 

おりますので、ご提供いただける方は公民館までお知らせ 

ください。また、公民館の図書コーナーをまだご利用にな 

ったことのない方は、ぜひご活用ください！！ 

 

 

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 ５５５５月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（木木木木））））午前午前午前午前９９９９時時時時半半半半～～～～１１１１１１１１時時時時    

◇内 容 全国一斉園庭開放 

◇対 象 未就園児親子２０組（要予約） 

◇場 所 沼田保育園 

◇お知らせ ５５５５月月月月16161616日日日日（（（（金金金金））））午前午前午前午前11111111時半時半時半時半～～～～12121212時半時半時半時半にわかばママ応援教室、 

     ５５５５月月月月17171717日日日日（（（（土土土土））））午前午前午前午前10101010時時時時～～～～11111111時時時時にわかばパパ応援教室 

     があります。 

◇問合せ すべて予約が必要です。沼田保育園（８４８－３５９６） 

  

 

 

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」」」」＆「＆「＆「＆「子育子育子育子育てててて支援講演会支援講演会支援講演会支援講演会」」」」                
◇日 時 ①５５５５月月月月２０２０２０２０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（毎月第３火曜日）    

◇内 容 お子さんの身体測定（生後３ケ月から） 

◇日 時 ②６６６６月月月月７７７７日日日日（（（（土土土土））））午前午前午前午前11111111時時時時10101010分分分分～～～～正午正午正午正午    

◇内 容 講演会「年齢に応じた家庭での運動あそび」 

     講師：安田式体育あそび研究所 居関 達彦さん 

     ※託児あり（定員１５組）。事前に申込みが必要です。 

◇場 所 ①伴保育園、②専念寺本堂 

◇問合せ 伴保育園（８４８－４９２５） 

 

 

    
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 わかばママ応援教室はいつ

もと日程が違います。ご注

意ください。（下記参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ５５５５月月月月２１２１２１２１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 「ベビーサイン」ってなあに 

◇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」」」」    

今回は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かたりを 

しています。０歳児からどうぞ。 

◇日 時 ５５５５月月月月２３２３２３２３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 絵本の読みかたり（ピ

ンポーンほか）と手遊び

など 

◇申込み 不要。お気軽にお越し 

     ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

簡単押し花キットによる花押し体験会をおこないます。公民館ロビー 

で展示もしていますので、押し花の世界にふれてみてください。 

◆日 時 展 示：５５５５月月月月２２２２日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～６６６６月月月月４４４４日日日日（（（（水水水水）））） 

体験会：５５５５月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（木木木木））））    午前午前午前午前１１１１００００時時時時～～～～正午正午正午正午 

◆場 所 沼田公民館 

◆参加費 ６５０円 

◆申込み 岩本（８４８－３５２４） 

◆主 催 あじさい押し花クラブ 
 
 
   

ＥＭの働きを知って、いろんなことに活用してみませんか？   

◆日 時 ５５５５月月月月２６２６２６２６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時時時時 

◆内 容 ＥＭ（有用微生物群）の話～初歩的な知識を知りたい方に～ 

     ※ＥＭ・糖蜜の販売もあります 

◆場 所 沼田公民館 研修室１ 

◆申込み 不要 

◆主 催 伴女性会リサイクル村 

 

     
４月中旬の火曜日。大原台のＬＰガスセンターのとなりからにぎや 

かに聞こえてくる女性たちの声。月に２回、第１・３火曜日の午後１ 

時半から３時半に活動されている伴女性会リサイクル村を取材してき 

ました。 

 伴女性会リサイクル村は、環境問題をコンセプトに活動されており、 

環境問題がさほどクローズアップされていなかった平成８年に立ち上 

げられました。農薬や化学肥料を使わない有機農法を推奨しておられ 

ますが、ＥＭぼかしで作られた生ゴミ堆肥はここで大活躍します。 

 なぜみなさんが有機農法を奨め、なぜＥＭを推奨されるのか･･･。 

上記で案内しているＥＭ学習会にぜひおこしください。ＥＭ菌のすば 

らしい働きと効能の話が聞けますよ。 

  リサイクル村ではＥＭぼかしのほか、 

廃油石鹸や肥料、体に良い商品なども 

販売しています。環境問題に関心を持 

ち、ぜひ一度立ち寄ってみてください。 

イキイキとした笑顔に会えますよ！ 
  

（この記事は地域を取材し不定期に掲載します） 


