
    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

【 ふれあい広場出店の部 】 
  ◇出店日時 １１１１１１１１月月月月８８８８日日日日（（（（土土土土））））正午正午正午正午～～～～午後午後午後午後４４４４時時時時（（（（予定予定予定予定）））） 

      １１１１１１１１月月月月９９９９日日日日（（（（日日日日））））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    
◇出店場所 沼田公民館駐車場ほか 
◇出店種目 軽食関係・食料品関係・バザーほか 

        ※営利団体でない団体のみとします。 
        ※机レンタル料：１卓あたり１，０００円 
        ※拠出金をいただきます。※申込み多数の場合は抽選。  

【 駅伝の部 】 
◇走行日時 １１１１１１１１月月月月９９９９日日日日（（（（日日日日））））午前午前午前午前８８８８時時時時～～～～午後午後午後午後３３３３時頃時頃時頃時頃 
◇コ － ス  浜田市役所⇒金城町⇒芸北⇒加計⇒久地⇒沼田 
◇参加資格 沼田町在住または縁のある１８歳以上で 

ゆっくりでも３～５km走れる方 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                             

【 演芸の部 】 
◇出演日時 １１１１１１１１月月月月９９９９日日日日（（（（日日日日））））午前午前午前午前９９９９時時時時～～～～午後午後午後午後２２２２時時時時半半半半（（（（予定予定予定予定）））） 
◇出演場所 沼田公民館 大集会室 
◇出演演目 舞踊・詩吟・コーラス・楽器演奏ほか 
◇発表時間 １団体１０分以内（入退場も含む） 
      ※1団体につき５００円の協賛金をいただきます。 
   

【 作品展示の部 】 
◇展示日時 １１１１１１１１月月月月８８８８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５５５５時時時時 
      １１１１１１１１月月月月９９９９日日日日（（（（日日日日））））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    
◇展示場所 沼田公民館 研修室・会議室など 
◇展示種目 手芸・工芸・書・花・絵画など 
      ※1点につき１００円の協賛金をいただきます。 

         

 

 

 
 
スマップみたいにおいしいごはんが作れたら、かっこいいよね。 
学校が休みの日のお昼ご飯は自分で作れるようになろうや！ 

◇メニュー 串揚げランチとデザート 
◇日  時 ９９９９月月月月２７２７２７２７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１１１１時時時時 
◇対  象 小学４～６年生 ２０名（先着順） 
◇講  師 沼田公民館利用グループ「男の料理」のみなさん 
◇材 料 費 ４００円 
◇持 参 物 エプロン、三角巾（バンダナ）、ふきん２枚 
◇申し込み ９月８日（月）から受付開始。９月２２日（月）までに。 
  

    
 
三味線と尺八の音に合わせ、懐かしい思い出の唄をご一緒に！ 

◇日 時 ９９９９月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（金金金金））））    午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～１１１１１１１１時半時半時半時半    
◇内 容 懐かしい思い出の唄で楽しもう！！ 
◇講 師 民謡二喜会講師 

藤本 秀喜祐さん、藤本 秀喜佐さん  
◇対 象 おおむね６０歳以上の方 

 
    
美しいマンドリンの音色を、ぜひ聞きに来てください♪ 

◇日 時 ９９９９月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（木木木木））））    午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時半半半半～～～～正午正午正午正午    
◇内 容 マンドリンコンサート 
     （「コンドルは飛んでいく」など全６曲） 
◇演 奏 ＴＯＭＯマンドリーノのみなさん 

 

 

 

 

 
      
 
 
 

ワードとエクセルの基礎講習会です。 
◇開催日 ９９９９月月月月22222222････29292929日日日日、、、、10101010月月月月6666・・・・20202020････27272727日日日日、、、、11111111月月月月10101010････17171717日日日日、、、、    

12121212月月月月1111････8888････15151515日日日日のののの月曜日月曜日月曜日月曜日（（（（全全全全10101010回回回回））））午後午後午後午後２２２２時時時時～～～～４４４４時半時半時半時半    
◇内 容 ワードとエクセルの基礎講習（詳細はチラシをご覧ください） 
◇対 象 文字入力ができる方（過去に受講された方は不可。）  
◇定 員 １０名（申込み多数の場合は抽選） 
◇受講料  10, 000円＋テキスト代 945円(初回に徴収) 
◇申込法  往復はがきに、住所、名前(ふりがな)、電話番号を明記 

の上９９９９月月月月13131313日日日日((((土土土土))))（（（（必着必着必着必着））））までにお申込みください。   
◇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 

 

 

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。 
◇日 時 ９９９９月月月月２８２８２８２８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  刃物・自然素材などを使ったものづくり 
◇持参物 はじめての方は家で切れなくなった包丁 
◇対 象  関心のある人ならどなたでも 

 
 
 

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。 

◇日 時 ９９９９月月月月１１１１１１１１日日日日((((木木木木))))・・・・２５２５２５２５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    
 
 
 
 
 

○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 

◆申込み期間  ９月８日（月）～９月２０日（土）期限厳守 

◆申込み先  沼田公民館（申込書を記入の上、協賛金（ふれあい広場を除く）を添えて事務室に提出してください。） 

Ｎｏ.３８３  ２００８年（平成２０年）９月７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（10/5まで） 

・毎週火曜日（9/9，16，23，30，10/2） 

・敬老の日（9/15）、秋分の日の振替（9/24） 

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 



                                     
平成２０年１０月1日（水）から、婚姻届や死亡届などの戸籍の届 

 出や死体(死胎)火葬許可申請の沼田出張所での受付時間が、次のとお 
り変更になります。(安佐南区役所では２４時間受付を行います。)  

[出張所等での戸籍関係届出の受付時間(変更前・後)]  

変更後(１０／１から) 変更前(９／３０まで) 

受付時間 受付時間 

８：３０～１７：１５ 
(土・日曜日、祝日、8月6日、 

12月29日～1月3を除く) 
２４時間 

 
問合せ：企画総務局総務課 TEL 504－211、FAX 504‐2069 
 
 
 
 
 
平成２０年４月１日から、安佐南区の一部地域において 

開始したレジ袋の有償提供実証実験では、参加店舗の買い 
物袋持参率の平均が８０％を超える状況になっており、皆 
様のご協力の賜物と深く感謝しています。 
広島市は、ごみの減量、天然資源の保護、地球温暖化防止のため、 

 さらなるレジ袋の削減に取組みます。 
平成２０年１０月１日からは、安佐南区の全域でレジ袋の有償提供 

 実証実験を行いますので、引き続き皆様のご協力をお願いいたします。  
【レジ袋有償提供実施事業者】 
㈱イズミ(イズミ、ゆめタウン)、㈱スーパーふじおか（ピュアークック）、生活協同組合ひろしま 

（コープ）、㈱天満屋（天満屋広島緑井店）、㈲はなわ(イズミ大町店)、㈱フジ（フジグラン）、 

㈱藤三（ビッグハウス）、㈱フレスタ（フレスタ）、マックスバリュ西日本㈱（ウエルマート、 

ザ・ビッグ、マックスバリュ）、㈱万惣(万惣、マルシェ-※既実施買い物袋持参率引き上げ）、 

㈱ユアーズ(ユアーズ)の全店舗  
【協同実施団体】 
広島市、広島市買い物袋持参デー実行委員会、広島環境サポーターネットワーク、 

広島市地域活動連絡協議会、広島市地域女性団体連絡協議会、（社）広島消費者協会  
問合せ：広島市買い物袋持参デー実行委員会事務局 

（広島市環境局環境政策課ゼロエミッション推進担当） 
TEL 504－2748、FAX504－2229 

 

 

 
 

 

 

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 ９９９９月月月月１２１２１２１２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 赤ちゃんがだ～い好きな 

おもちゃ作り 
◇定  員  ２０名 
◇持参物  材料費３００円、針と糸、

飲み物（親子とも） 
◇申込み 前日までにご連絡ください 

 

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♪ 
◇日 時 ９９９９月月月月１７１７１７１７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 フリータイムほか 
◇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」」」」    
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♪ 
◇日 時 ９９９９月月月月１０１０１０１０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 大型絵本とパネルシアター 
◇持参物 Ｍｙカップ（保護者）、 

子ども用飲み物、 
参加費５０円 

 

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 ９９９９月月月月２６２６２６２６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 絵本の読みかたりなど 

「ようい どん」ほか 
◇申込み 不要。お気軽にお越し 
     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 ９９９９月月月月１３１３１３１３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
◇場 所 沼田保育園 
◇内 容 わかばパパ応援教室 
◇対 象 初妊婦の夫とその妻３組（要予約）
◇問合せ 沼田保育園（８４８－３５９６） 

 

 

子育子育子育子育てててて中中中中のののの方対象方対象方対象方対象    

「「「「子育子育子育子育 てててて応援出前講座応援出前講座応援出前講座応援出前講座」」」」                
◇日 時 １０１０１０１０月月月月８８８８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 大塚児童館（大塚小学校内） 
◇内 容 ヨーガ・セラピー 
◇定 員 ２０名（申込み順） 
◇持参物 バスタオル、タオル、飲み物、 
◇申込み 事前に沼田公民館へ（託児なし） 
◇主 催 大塚母親クラブ、沼田公民館 

子育子育子育子育てててて中中中中、、、、子育子育子育子育てにてにてにてに関心関心関心関心のあるのあるのあるのある方対象方対象方対象方対象    

「「「「子育子育子育子育 てててて応援講座応援講座応援講座応援講座」」」」                    
◇日 時 １０１０１０１０月月月月８８８８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 研修室１  
◇内 容 動物の子育てに学ぶ 
◇定 員 ３０名  

※託児有（先着10名）必ず事前に連絡を。
◇申込み 前日までに沼田公民館へ 
◇主 催 伴っ子クラブ、ともひがしくらぶ、沼田公民館 
 

子育子育子育子育てててて中中中中、、、、食育食育食育食育にににに関心関心関心関心のあるのあるのあるのある方対象方対象方対象方対象    

「「「「家族家族家族家族 でででで楽楽楽楽しくしくしくしく食育食育食育食育」」」」                
◇日 時 ９９９９月月月月２０２０２０２０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 大集会室 
◇内 容 講演「今、この食によって未来は 

決まる」 
講師：光井 信子さん 
講演「ちゃんと、朝ごはん。」 

         ※朝食レシピのデモン 
ストレーションをします。 

講師：川中 敬三さん 
川副 多佳子さん 

     学校給食の試食も用意しています。 
◇申込み 沼田公民館へ 
◇問合せ 伴中学校 西尾（８４８－００１７） 
     または沼田公民館 
◇主 催 伴中学校区食育推進委員会、沼田公民館 

        
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    

「「「「おおきくなったねおおきくなったねおおきくなったねおおきくなったね」」」」                    
◇日 時 ９９９９月月月月１６１６１６１６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 ２号館 すずらんの部屋 
◇内 容 身体測定 
◇申込み 不要。お気軽におこしください。 
◇問合せ 伴保育園（８４８－４９２５） 
 

                                   
ＥＭとは何ぞや！？ＥＭの働きを知って、いろんなことに活用して 
みませんか？ＥＭ・糖蜜の販売もあります。   

◇日 時 ９９９９月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（月月月月））））    午前午前午前午前９９９９時半時半時半時半～～～～１１１１１１１１時時時時 
◇場 所 沼田公民館 会議室２ 
◇内 容 ＥＭ(有用微生物群）の話 

～初歩的な知識を知りたい方に～ 
◇申込み 不要 
◇主 催 伴女性会リサイクル村 
 
 

 

 
 
お子さんが描いたパパの似顔絵、あなたの家の“これぞ、わが家の 

  味”というオススメ料理のレシピを募集しています。ご応募いただ 
いた似顔絵･レシピは、いずれも「 2008子育て応援イベント」で掲 
示・紹介します。  

◇イベント日時 １１１１１１１１月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（祝祝祝祝））））    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    
◇開催場所 広島経済大学興動館 
◇募集期間 ９９９９月月月月１１１１日日日日((((月月月月))))～～～～１０１０１０１０月月月月１７１７１７１７日日日日((((金金金金)))) 
◇応募方法等 「パパの似顔絵」 
       応募方法：安佐南区内の公民館で応募用紙を配布してい 

ます。作成後、公民館へご持参ください。 
対  象：０歳から未就学児 
 
「オススメ料理＆レシピ」 
応募方法：安佐南区内の公民館で応募用紙を配布してい 

ます。応募用紙はホームページからダウンロ 
ードすることもできます。また、携帯メール 
でもご応募いただけます。記入後、公民館へ 
ご持参いただくかメールで送信してください。 

募集内容：「子どもがよく食べた、簡単・美味しい離乳食」 
            「嫌いなもの克服料理」、「ママの簡単手作りお 

やつ」、「パパ自慢の一品」など 
 ◇問 合 せ  (財)広島市ひと・まちネットワーク 安佐南区内公民館 

※沼田地区の応募窓口は沼田公民館です。 

ふ る さ とふ る さ とふ る さ とふ る さ と

のののの香香香香りりりり    沼沼沼沼

田田田田町 


