
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

◇日 時 １２１２１２１２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～～～～午後午後午後午後１１１１時時時時    

◇メニュー タンドリーチキン、かぶときのこのスープ、 

ジングルベルごはん、さつまいもの重ね煮、プチケーキ  

◇対 象 ５歳児～小学３年生の子どもと保護者 先着１６組  

◇講 師 沼田公民館利用グループ「エプロンママ」のみなさん 

◇材料費 ５００円（ひとりにつき） 

◇持参物 エプロン、ふきん２枚、三角巾（バンダナ） 

◇申込み １２月１５日（月）までに沼田公民館へ 
 
        
◇日 時 １２１２１２１２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 鯉城とカープ～広島のコイの物語～ 

◇講 師 広島城学芸員 玉置 和弘さん 

◇対 象 おおむね６０歳以上の方 
 
 

 

 

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    

「「「「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」」」」    
◇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 クリスマス会 

～サンタさんのバルーンアートショー～ 

◇持参物  Mｙカップ（保護者）、子ども用飲み物、参加費５０円 

◇申込み 不要です。お気軽にご参加ください。 

◇お知らせ 安佐南保健センターの健康相談室は１２月１７日（水）です。 

日程にご注意ください。 
 

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」＆「」＆「」＆「」＆「おおおおもちつきもちつきもちつきもちつき大会大会大会大会」」」」    
◇日 時 １２１２１２１２月月月月１１１１６６６６日日日日（（（（火火火火））））午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～１１１１１１１１時時時時半半半半 

◇場 所 伴保育園伴保育園伴保育園伴保育園２２２２号館号館号館号館すずらんのすずらんのすずらんのすずらんの部屋部屋部屋部屋～～～～１１１１号館号館号館号館２２２２階階階階たんぽぽたんぽぽたんぽぽたんぽぽ組組組組 

◇内 容 身体測定＆小麦粉粘土で園児達と一緒におもちつきを 

楽しみましょう。 

◇申込み 不要。お気軽にお越しください。 

◇問合せ 伴保育園（８４８－４９２５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
     

◇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ｼﾞ煮 ほか 

◇対 象 関心のある方 先着２４名 ※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 
 
 

    
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可能です。 

◇日 時 １２１２１２１２月月月月１８１８１８１８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 

 

 

               
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」」」」    
◇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 クリスマス会～絵本の読みかたりとティータイム～ 

◇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１０日（水）までに沼田公民館へお申込みください。 

◇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。 

（初妊婦とその夫 ３組まで。） 申込みは沼田保育園へ。 
 

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 １２１２１２１２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 沼田保育園沼田保育園沼田保育園沼田保育園    

◇内 容 わかばパパ応援教室 

     赤ちゃんとのふれあいを体験してみましょう！ 

◇対 象 初妊婦の夫とその妻 ３組（要予約） 

◇申込み 事前に沼田保育園(TEL８４８－３５９６)へお申込みください。 

○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。 

Ｎｏ.３８５  ２００８年（平成２０年）１２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（1/4までの） 

・毎週火曜日（12/9，16，23） 

・12/24(天皇誕生日の振替休） 

・年末年始（12/29～1/3） 

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    

    

第第第第３３３３３３３３回沼田町回沼田町回沼田町回沼田町ふるさとふるさとふるさとふるさと祭祭祭祭りがりがりがりが１１１１１１１１月月月月８８８８日日日日（（（（土土土土））））・・・・９９９９日日日日（（（（日日日日））））にににに開催開催開催開催されましたされましたされましたされました。。。。両日両日両日両日ともともともとも少少少少々々々々雨雨雨雨がががが降降降降りましたがりましたがりましたがりましたが、、、、今年初今年初今年初今年初めてめてめてめて導入導入導入導入したしたしたした    

「「「「ふるさとまつりふるさとまつりふるさとまつりふるさとまつり巡回巡回巡回巡回バスバスバスバス」」」」のののの効果効果効果効果もありもありもありもあり、、、、２２２２日間日間日間日間でででで２２２２万人以上万人以上万人以上万人以上のののの方方方方がががが来場来場来場来場されされされされ、、、、大盛況大盛況大盛況大盛況のうちにのうちにのうちにのうちに終了終了終了終了しましたしましたしましたしました。。。。    



 

 
 
◆日 時 平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１１１１月月月月１１１１１１１１日日日日((((日日日日))))    

     ※雨天決行、ただし降雪・路面凍結の場合は中止 

受  付 午前８時～９時、開会式 午前９時   

スタート 午前１０時 

◆会 場 広島広域公園陸上競技場および公園内ランニングコース 

◆種 目  個人の部  

   ２ｋｍコース…○小学生男子 ○小学生女子 ○中学生女子 

（10:00出発） ○一般男子  ○一般女子     
３ｋｍコース…○中学生男子 ○中学生女子 ○高校生女子 

   （10:30出発） ○一般女子  ○５０歳以上男子     
５ｋｍコース…○中学生男子 ○高校生男子 ○一般男子 

 （11:00出発）     
 団体の部  ○一般男子の部（１チーム３人） 

○一般女子の部（１チーム３人） 

             ○伴地区ソフトボールリーグの部（１チーム３人） 

※なお、団体の部は、個人の部２ｋｍコース３人

の合計タイムで競います。 

◆参加料 高校生以下２００円、一般３００円（損害保険料等） 

     ※大会当日受付でお支払いください。 

◆申込み １２月２２日（月）までに、所定の申込書に記入し、誓約書へ 

署名のうえ、下記の場所へ提出（ＦＡＸ可）してください。 

当日申し込みも可能ですが、整理の都合上、期日までにお申し込

みください。 

沼田町沼田町沼田町沼田町商工会商工会商工会商工会    

（安佐南区沼田町伴６３０１－１、FAX ８４８－２８９５） 

広広広広島広域公園陸上島広域公園陸上島広域公園陸上島広域公園陸上競技場管理事務所競技場管理事務所競技場管理事務所競技場管理事務所    

（安佐南区大塚西５－１－１、FAX ８４８－８４６０） 

安佐南区安佐南区安佐南区安佐南区スポーツセンタースポーツセンタースポーツセンタースポーツセンター    

（安佐南区沼田町伴４７２０－１、FAX ８４８－２４３２） 

沼田公民館沼田公民館沼田公民館沼田公民館    

（安佐南区沼田町伴５６９７、FAX ８４８－０２４２） 

◆問合せ 伴地区スポーツクラブ事務局 中田（８４８－２０２５） 

     安佐南区スポーツセンター（８４８－２５６０） 

◆主 催 伴地区スポーツクラブ、広島市、（財）広島市スポーツ協会 

◆主 管 伴地区スポーツクラブ陸上部 

◆協 力 沼田町伴地区町内会連合会、沼田町商工会、沼田公民館 

広島広域公園陸上競技場管理事務所、安佐南区スポーツセンター 
 
 

 
 

ＥＭ（善玉微生物群）って何？さらに知識を得たい人に。 

ＥＭ・糖蜜の販売もあります。 

◆日 時 １２１２１２１２月月月月１５１５１５１５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 

◆会 場 沼田公民館 研修室２ 

◆申込み 不要。お気軽にお越しください。 

◆主 催 伴女性会リサイクル村 
 
 

       
  創る喜び、それを使う楽しみ。自分だけのオリジナル陶器を 

一緒に創りませんか？ 

◆活動日 毎月第３日曜日 午前９時～午後４時 

◆会 場 沼田公民館 

◆会 費 １，０００円／月 

◆連絡先 鳥尾（８３９－２６７４） 

 

 
 

沼田町の小学生～大学生までの絵画や書などを展示します。 

◆期 日 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）））） 

◆会 場 沼田公民館 １階ロビー 

 

 

 

 

 

  
 

 
   

戦国時代から江戸時代にかけての安芸国の歴史と文化について、 

多角的な視点から、わかりやすく講義します。 

回 日 に ち 内    容 

１ １１１１月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（火火火火））））    毛利興元の時代 

２ １１１１月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（火火火火））））    大島本「源氏物語」の伝来過程 

３ ２２２２月月月月    ３３３３日日日日（（（（火火火火））））    吉川広家に見る「源氏物語」学習 

４ ２２２２月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（火火火火））））    棟札に籠められた人々の願い 

５ ２２２２月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（火火火火））））    戦国を生きた安国寺恵瓊の魅力 

６ ３３３３月月月月    ３３３３日日日日（（（（火火火火））））    戦国期の安芸と芸能 

７ ３３３３月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（火火火火））））    広島藩と能楽 

◆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６６６６時時時時～～～～８８８８時時時時 

◆会 場 広島市まちづくり市民交流プラザ 研修室Ａ・Ｂ（北棟５階） 

◆対 象 広島市内に在住か通勤・通学の方 

◆定 員 １００名（抽選） 

◆申込み はがきに（一人1枚）、①氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、②住所、③電話番号 

を記入して、(財）広島市ひと・まちネットワーク事務局  

「安芸の歴史と文化」講座係へ。※１２月２２日(月)必着 

あて先：〒７３０－００３６ 広島市中区袋町６番３６号 

※抽選結果は１２月中に発送予定 

◆受講料 ３，５００円 

◆問合せ （財）広島市ひと・まちネットワーク事務局 

TEL ５４１－５３３５ FAX ５４１－５６１１ 

◆共 催 （財）広島市ひと・まちネットワーク、広島市 
  
       
 

広島市は、ゼロエミッション（ごみを可能な限りゼロに近づけ、環境への 

負荷を極めて小さくするという考え方）シティの実現に向け、ごみ減量、 

リサイクルに取り組むための３つの目標と具体的な行動計画（８つのチャ 

レンジ）を示す「減量プログラム」を策定し、これに取り組んでいます。  

目 標 １ 目 標 ２ 目 標 ３ 
    

総排出量を２０％減 

Ｈ14年度44．4万トン    
↓ 

Ｈ20年度35．0万トン  

    

リサイクル量を倍増 

Ｈ14年度4．6万トン    
↓ 

Ｈ20年度8．6万トン  

    

埋立処分量を５０％減 

Ｈ14年度10．2万トン 
↓ 

Ｈ20年度5．1万トン  

最 新 の ご み 量  
平成 20 年４月～平成

20 年９月のごみ総排

出量は約 19.4 万㌧で

す。この量は、平成14

年度の同期間の総排

出量約 23.1 万㌧に対

して、量では約3.7万

㌧の減、率では約16％

の減になっています。 

 
平成 20 年４月～平成

20 年９月のリサイク

ル量は約 3.2 万㌧で

す。この量は、平成14

年度の同期間のリサ

イクル量約2.5万㌧に

対して、量では約0.7

万㌧の増、率では約

28％の増になってい

ます。  

 
平成 20 年４月～平成

20 年９月のごみ埋立

処分量は約2.2万㌧で

す。この量は、平成14

年度の同期間のごみ

埋立処分量約5.3万㌧

に対して、量では約

3.1 万㌧の減、率では

約 58％の減になって

います。   
市民の皆さんのごみ減量、８種類分別へのご協力に大変感謝しています。 

今後ともごみ減量とごみ分別へのご協力をお願いいたします。 

◆問合せ 広島市環境局環境政策課（５０４－２７４８） 
 

 

  

「「「「広広広広げようげようげようげよう    どうぞのどうぞのどうぞのどうぞの気持気持気持気持ちとちとちとちと    車間距離車間距離車間距離車間距離」」」」    
◆期 間 １２１２１２１２月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（木木木木））））～～～～１２１２１２１２月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（土土土土））））のののの１１１１００００日間日間日間日間 

◆重点項目 広島県：高齢者の交通事故防止 

         飲酒運転の根絶 

広島市：薄暮時・雨天時の点灯走行の推進 

 

 

    
    
    

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 


