
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

沼沼沼沼    田田田田    公公公公    園園園園    特特特特    設設設設    スススス    テテテテ    ーーーー    ジジジジ     
スススス    テテテテ    ーーーー    ジジジジ    イイイイ    ベベベベ    ンンンン    トトトト    

 １２：３０～ オープニングセレモニー 

１３：００～ 獅  子  舞・・・下向獅子舞保存会 

１３：３０～ 吹奏楽演奏・・・伴・大塚中学校吹奏楽部合同演奏 

 １５：００～ 神    楽   す す払の舞・・・大 塚神楽団 

三方の舞・・・下 向神楽団 

恵比須舞・・・三城田神楽団 
 

公公公公    民民民民    館館館館    正正正正    面面面面    玄玄玄玄    関関関関    前前前前     
もももも    ちちちち        つつつつ        きききき                           １３：３０～１５：３０    
 

公公公公        民民民民        館館館館    ２２２２        階階階階        大大大大    集集集集    会会会会    室室室室     
児児児児    童童童童    館館館館    のののの    広広広広    場場場場                            １０：００～１２：００       

スライムを作ってあそぼう！（参加費無料） 
    
カカカカ    ララララ    オオオオ    ケケケケ    大大大大    会会会会                                        １８：３０～２１：００    

各町内会から選出された２２組による東西カラオケ大会♪ 
 

公公公公        民民民民        館館館館        １１１１        階階階階        会会会会        議議議議        室室室室        ３３３３     
食育推進事業紹介食育推進事業紹介食育推進事業紹介食育推進事業紹介コーナーコーナーコーナーコーナー                                                        １階 会議室３  

学校給食の試食・学校での食育への取組み紹介・ビデオ放映 

 
 
      
浜浜浜浜    田田田田    ・・・・    広広広広    島島島島    （（（（沼田沼田沼田沼田））））    友友友友    好好好好    駅駅駅駅    伝伝伝伝     

８：３０ 浜田市役所スタート 
 

沼沼沼沼    田田田田    公公公公    園園園園    特特特特    設設設設    スススス    テテテテ    ーーーー    ジジジジ     
スススス    テテテテ    ーーーー    ジジジジ    イイイイ    ベベベベ    ンンンン    トトトト     
１０：００～ 沼田高校吹奏楽部（吹奏楽） 

１０：４５～ 青少年リズム・クラブ（銭太鼓） 

１１：００～ ともフォークダンス・グループ（フォークダンス） 

 １１：１５～ 青少年ダンス・グループ（フォークダンス＆民踊） 

１１：３５～ エル・コンボ・デラ・パス（サルサバンド） 

１２：０５～ ダンスポート・キッズ（ヒップホップダンス） 

１２：２０～ ダブル・ダッチ・チーム（ダブルダッチ） 

 １２：４５～ 琉球創作エイサー龍和（エイサー） 

１３：１０～ カフラ・オ・ハワイ・ヒロ（フラダンス） 

１３：２０～ カフラ・オ・ハワイ・コナ（フラダンス） 

  １３：４０～ 慈音（和太鼓） 

１４：３０～ 大抽選会 

１５：３０～ フィナーレ 

１６：００～ もちまき 
 

公公公公    民民民民    館館館館    正正正正    面面面面    玄玄玄玄    関関関関    前前前前     
もももも    ちちちち    つつつつ    きききき                                            １１：００～    
 

公公公公        民民民民        館館館館    ２２２２        階階階階        大大大大    集集集集    会会会会    室室室室     
演演演演                    芸芸芸芸                                       ９：３０～１４：００ 

  子どもから大人までの２８団体による演芸発表！ 

今年は１２時５分から「七色亭紫陽花」さんによる寄席もあります！ 
 

公公公公        民民民民        館館館館        １１１１        階階階階        会会会会        議議議議        室室室室        ３３３３     
アニメーションアニメーションアニメーションアニメーション上映会上映会上映会上映会                                    １０：３０～１２：００  

国際アニメーションフェスティバル入賞作品の上映（全８作） 

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

沼沼沼沼    田田田田    公公公公    民民民民    館館館館    内内内内         
作作作作        品品品品        展展展展        示示示示    

８日（土）９：００～１７：００、９日（日）９：００～１６：００     
２階 研修室１・・・編み物、パッチワーク 

２階 研修室２・・・能面、書、ペン習字 

２階 会議室１・・・陶芸、水墨画、水彩画 

２階 ロ ビ －・・・俳句、児童画、歴史 

１階 会議室２・・・書、手芸 

１階 会議室３・・・沼田公民館主催事業紹介 

１階 児 童 室・・・押し花 

１階 ロ ビ －・・・いけ花、土石流模型 

都市づくりパネル展示、ビデオ放映 
 

沼沼沼沼    田田田田    公公公公    民民民民    館館館館    周周周周    辺辺辺辺         
ふふふふ    れれれれ    ああああ    いいいい    広広広広    場場場場                         

８日(土）１２：００～１６：００、９日(日)９：００～１６：００  
○うどん、おでん、焼きそば、ホットドック、ポテト、ジュース、 

炊き込みご飯、フランクフルト、アジア料理等の軽食コーナー 

○野菜・果物・花などの販売コーナー 

○バザー、各種作品・製品販売コーナー  

○ゲーム・お菓子すくい・遊びなどの子ども向けコーナー 

○バルーン・竹細工などのものづくり体験コーナー 

○防災・防犯・消防・環境美化などのコーナー 

○健康チェック・視力体験コーナー 

○浜田市観光案内と浜田練製品・乾物販売コーナー 

○美又温泉「足湯・手湯」コーナー              など 

 

 

 

  
※※※※ふるさとふるさとふるさとふるさと祭祭祭祭りりりり臨時巡回臨時巡回臨時巡回臨時巡回バスバスバスバスをををを運行運行運行運行しますのでしますのでしますのでしますので、、、、    
ごごごご利用利用利用利用くださいくださいくださいください。（。（。（。（無料無料無料無料））））    

 １日に１２便を２ルート用意しています。（約４０分間隔で走ります） 

 ８日(土) 始発 ９：１５、最終発 １７：３０ 

９日(日) 始発 ８：４５、最終発 １７：００ 

時刻表および停留所の記載された路線図は、まつり 

パンフレット（町内会で配布）と一緒に配布します。 

公民館窓口でも配布していますので参考にしてください。 

●伴ル ー ト：大原駅→協和建設前→柚木谷→大下（元ポプラ店）→若葉 

台南公園→新畑→スポーツセンター→伴駅→瀬戸内ハイツ 

中→瀬戸内ハイツ→瀬戸内ハイツ下→菅原神社→下伴→広 

陵学園入口→松宗→三菱団地中→大原駅 

●大塚ルート：大原駅→大曲り→和楽荘→こころ入口→花の季台→けやき 

       通り→Ａ・ＣＩＴＹ中央→セブンイレブン→下城ハイツ（デ 

       イリンク）→伴中央駅→大原駅  
※開催当日は、公民館前の道路が通行止めになります。ご迷惑をおかけいた 

しますが、ご協力お願いします。交通規制の時間は次のとおりです。 

８日（土）１１：００～１７:３０、９日（日）９:３０～１６：３０  
※開催当日は、公民館とその周辺は駐車できません。駐車場は伴小学校に確

保していますが充分にありませんので、車での乗り入れはできるだけご遠

慮ください。    
※自転車・バイクは、沼田保育園が駐輪場となります。（日曜日のみ）  
※ふるさと祭り開催のために、１１月６日(木)～１１月１０日(月)まで、部

屋・ロビーの利用、図書の貸出ができなくなります。ご迷惑をおかけしま

すが、ご協力お願いします。 

 
Ｎｏ.３８５  ２００８年（平成２０年）１１月２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（12/7まで） 
・毎週火曜日（11/4，11，18，25，12/2） 
・文化の日（11/3） 
・勤労感謝の日の振替休日（11/24） 

開館時間 午前8時30分～午後10時 

 

 
ふるさとの香り 沼田町 



    
    
文化の秋・芸術の秋です！地域の芸術家の力作を公民

館１階ロビーで展示しますので、ぜひご覧ください。 

◇期 間 １１１１１１１１月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（水水水水）～）～）～）～１１１１１１１１月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（水水水水））））    

◇内 容 洋画研究会による洋画の展示    
◇期 間 １２１２１２１２月月月月    ４４４４日日日日（（（（木木木木）～）～）～）～１２１２１２１２月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（月月月月））））    

◇内 容 １６の会による絵画・書等の展示    
    
    
 

ほわっと！ほっと！ 
子育てリ楽ゼーション 

～明日への元気と仲間づくり～ 
◇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    

◇場 所 広島経済大学 興動館（駐車場あり） 

◇内 容 子育て情報コーナー、助産師による相談コーナー 

キッズカット体験コーナー、子どもとﾊﾟﾊﾟのあそび 

カフェ・コンサート、手作りリサイクルマーケット、 

フードコーナー、新鮮野菜市 ほか 

     ※イベントの詳細はポスター・チラシをご覧 

ください。 

◇主 催 子育て応援イベント実行委員会    
    
    
    
沼田地域にいらっしゃる外国出身の方や留学生と一緒 

に、料理や遊びを通して楽しく交流しましょう。 

◇日 時 １２１２１２１２月月月月６６６６日日日日（（（（土土土土））））    

と        第第第第１１１１部部部部：：：：午前午前午前午前９９９９時時時時半半半半～～～～１２１２１２１２時半時半時半時半    

内 容     外国の料理作りと会食＆ゲーム    

                第第第第２２２２部部部部：：：：午後午後午後午後１１１１時時時時～～～～午後午後午後午後４４４４時時時時    

             外国出身者による自国紹介＆茶話会 

◇対 象 小学校５年生以上で関心のある方 

◇定 員 １０名（先着順） 

◇材料費 ３００円 

◇持参物 エプロン、三角巾、ふきん、米１合 

◇申込み １１月２０日（木）までに沼田公民館へ 

◇主 催 沼田町子ども会連合会、沼田公民館 

◇協 力 沼田日本語教室、（財）ひろしま国際センター 

    
    

    
    

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」」」」    

出入り自由のオープンスペース♪申込みは不要です♪ 

◇日 時 １１１１１１１１月月月月１９１９１９１９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 ～おしゃべりを楽しんでね～ 

◇持参物 Mｙカップ、子ども用飲み物、参加費５０円 

◇お知らせ 保健センターの健康相談室もあります。    
    

妊婦妊婦妊婦妊婦さんさんさんさん、、、、未就園児未就園児未就園児未就園児のののの親子親子親子親子対象対象対象対象    
「「「「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＆＆＆＆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」」」」    
水曜日のオープンスペース１２月の催しは合同クリスマ

ス会だよ！申込みは不要だから気軽にきてね！ 

◇日 時 １２１２１２１２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時時時時半半半半    

◇内 容 おかあさんの広場＆なかよしクラブ 

合同クリスマス会 

     サンタさんがバルーンアートをしてくれるよ！ 

◇持参物 Mｙカップ、子ども用飲み物、参加費５０円 

    
  

 

 

 

 

    
    
    
    
    
    

    
    
申込みの必要はありません。ボランティアの方が個別

にお答えします。パソコンの持ち込みも可能です。 

◇日 時 １１１１１１１１月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（木木木木））））・・・・２７２７２７２７日日日日（（（（木木木木））））    

１２１２１２１２月月月月    ４４４４日日日日（（（（木木木木））））・・・・１８１８１８１８日日日日（（（（木木木木））））    

午前午前午前午前９９９９時時時時～～～～１２１２１２１２時時時時    

◇対 象 パソコン操作でわからないことがある方 

    
        
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 １１１１１１１１月月月月２６２６２６２６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 厚揚げソテーのきびソース、 

発芽玄米のひじきごはん、白菜の即席漬け 

◇対 象 関心のある方 ２０名（先着順） 

     ※ただし申込みが１８名を下回る場合 

は事業を中止します。 

※託児があります。（要申込み） 

◇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＋材料費） 

◇持参物 エプロン、ふきん２枚、三角巾（バンダナ） 

◇申込み １１月１９日（水）までに沼田公民館へ    
    
            
子どもはダイナミックな遊びが大好き！男性保育士さ

んから「現場で人気の遊び」を教えてもらいましょう！ 

◇日 時 １２１２１２１２月月月月７７７７日日日日（（（（日日日日））））    

    午前午前午前午前１０１０１０１０時半時半時半時半～～～～１１１１１１１１時時時時５０５０５０５０分分分分    

◇内 容 歌あそび、手あそび、ふれあい遊び 

     大型絵本の読み聞かせ、手品もあるかも？！ 

◇対 象 ０歳児～小学校３年生までの子どもと 

お父さん・おじいちゃん ３０組（先着順） 

※お母さん、おばあちゃん、お兄ちゃん、お

姉ちゃんもぜひ一緒に参加してね！ 

◇講 師 大丸ロケッツのみなさん（広島近郊保育園・

幼稚園の男性保育士バンドグループです） 

◇備 考 運動のできる服装でおこしください 

◇申込み 前日までに沼田公民館へ    
    
    
    
    

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」」」」    

１０時公民館出発です。時間厳守でお願いします♪ 

◇日 時 １１１１１１１１月月月月１２１２１２１２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 干し柿を作ろう！ 

◇持参物 飲み物、ピーラー、材料費１５０円 

◇申込み １１月９日（日）までに沼田公民館へ 

    
妊婦妊婦妊婦妊婦さんさんさんさん、、、、未就園児未就園児未就園児未就園児のののの親子対象親子対象親子対象親子対象    
「「「「たまごたまごたまごたまごクラブクラブクラブクラブ＆＆＆＆おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会」」」」    

１１月のたまごクラブはお休みです。１２月は金曜日の 

子育て応援行事合同でのクリスマス会だよ！ 

◇日 時 １２１２１２１２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 たまごクラブ＆おはなし会合同クリスマス会 

◇定 員 ２５名（要申込み） 

◇持参物 子ども用飲み物、参加費１００円 

◇申込み １２月５日（金）までに沼田公民館へ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        

        
手先を動かすことは脳の活性化につながります。 

折り紙工作で手先と頭の体操をしましょう。 

◇日 時 １１１１１１１１月月月月２１２１２１２１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 手先と頭を使いましょう～折り紙工作～  

◇対 象 おおむね６０歳以上の方 

    
        
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。今月は竹ひごから作る「凧」がテーマです！    
◇日 時 １１１１１１１１月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（日日日日））））※今月は第５日曜日です。    

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  竹ひごから作る凧づくり 

◇対 象  関心のある人ならどなたでも 

◇協 力 伝承あそびボランティアのみなさん 

    
        
地域、家庭の安全・安心のためのお話です。 

申込みは不要です。お気軽にご参加ください。    
◇日 時 １２１２１２１２月月月月３３３３日日日日（（（（水水水水））））    

午後午後午後午後７７７７時時時時～～～～８８８８時半時半時半時半    

◇内 容 「身近な犯罪手口」「地域の犯罪事例と対策」 

◇対 象  関心のある人ならどなたでも 

◇主 催 安佐南区防犯組合連合会、沼田公民館    
    
        
我が家発、地球にやさしい調理を始めましょう！ 

◇日 時 １２１２１２１２月月月月１５１５１５１５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 

◇メニュー カキ雑炊、大根と人参の炒め物 

    さつまいものオレンジ煮 ほか 

◇対 象 関心のある方 ２４名（先着順） 

    ※託児があります。（要申込み） 

◇講 師 エコクッキング研究家 増村 浩子さん 

◇材料費 ４００円 

◇持参物 エプロン、ふきん２枚、三角巾（バンダナ） 

     冷やご飯１００ｇ、廃バスカード、筆記用具 

◇申込み １２月１１日（木）までに沼田公民館へ 

    
    
    
    

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」」」」    

毎月オススメの絵本の読みかたりをしています 

０歳児からどうぞ。申込みは不要です。 

◇日 時 １１１１１１１１月月月月２８２８２８２８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 絵本の読みかたりと、手遊びなど 

今月の絵本｢ふりかけ｣ほか    
    

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 １１１１１１１１月月月月６６６６日日日日（（（（木木木木））））午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～１１１１１１１１時時時時半半半半    

◇内 容 お芋会 

◇対 象 未就園児親子 ２０組 

◇日 時 １１１１１１１１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～～～～１１１１１１１１時時時時    

◇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） 

◇日 時 １１１１１１１１月月月月１４１４１４１４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時時時時半半半半    

◇内 容 わかばママ応援教室 

◇対 象 初妊婦とその夫 ３組（要予約）    
◇申込み 必ず事前に沼田保育園へ電話連絡して 

ください（８４８－３５９６）    
    
    
    
    
    
    
    
 

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。。。。    

※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。 
    
    

ここここ    のののの    広広広広    報報報報    はははは    、、、、    次次次次    のののの    各各各各    新新新新    聞聞聞聞    販販販販    売売売売    店店店店    のののの    ごごごご    厚厚厚厚    意意意意    にににに    よよよよ    りりりり    新新新新    聞聞聞聞    折折折折    りりりり    込込込込    みみみみ    しししし    てててて    いいいい    たたたた    だだだだ    いいいい    てててて    おおおお    りりりり    まままま    すすすす    。。。。    

◇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 

 

中国語の初歩から始めます。初心者歓迎、一緒に学びましょう！ 

◇日 時 月２回木曜日 午後１時半～３時半 

◇会 費 ３，０００円／月           ◇問合せ 沼田公民館 

 


