
Ｎｏ.３９３  ２００９年（平成２１年）７月５日（日）    
                                              

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いよいよ夏休み。小学生のみんな、遊びにおいで！ 

内  容 日 時 材料費/持参物 申込締切日 

７月２４日 

（金） 
9：00～ 
12：00 

無料 

絵の具セット 

 

７月１９日（日）

まで 

先着３０名 

第１弾 

「お絵かき教室」 

 明るく楽しいお絵かき 

講師：わかばグループ 橋村 昭三 先生 

７月２９日 

（水） 
10：00～ 
12：00 

４００円 

使用済みの 500ml

ペットボトル 

７月２３日（木）

まで 

先着３０名 

第２弾 

「おもしろ理科教室①」 

いろいろな音と色を 

楽しむ実験 

おもちスライム他 
講師：科学教育協議会ヒロシマ 現役の小中高の先生方 

８月２６日 

（水） 
10：00～ 
12：00 

４００円 

持参物なし 

８月２０日（木）

まで 

先着３０名 

第３弾 

「おもしろ理科教室②」 

昔のおもちゃ作りと 

植物の学習 
講師：科学教育協議会ヒロシマ 先生方 

◇対 象  小学１～６年生 各３０名（先着順） 

◇申込み 各申込締切日までに沼田公民館へ 

 

 

 

 

◎お楽しみ１ おもいっきり水あそび（大型ｼｬﾎﾞﾝ玉、いろいろ水鉄砲） 

◎お楽しみ２ 夏休みの宿題ＯＫ？ 工作コーナー 

◎お楽しみ３ チャンピオンは誰だ！記録に挑戦「ミニチャレラン大会」 

       （空き缶つみ・１分間じゃんけん・紙ちぎり伸ばし・かさバランス等）     

◇日  時 ７７７７月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（金金金金））））    ９９９９：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００    

◇対  象  小学生 ５０名（保護者同伴なら弟妹もＯＫ！） 

◇持参物 ぬれてもよい服装 

◇申込み 沼田公民館へ（当日参加も可） 

◇協 力 伝承あそびボランティアのみなさん、伴女性会、伴っ子クラブ、 

     ともひがしくらぶ、沼田町子連ジュニアリーダーサークル 

 

 

 

人形劇などを見ながら、平和についてじっくり考えてみましょう  
◇日 時 ８８８８月月月月３３３３日日日日（（（（月月月月））））１４１４１４１４：：：：００００００００～～～～１５１５１５１５：：：：００００００００ 

◇場 所 大塚児童館（大塚小学校内） 

◇内 容 絵本・ペープサート・人形劇・エプロンシアター 

◇演 奏 人形劇団「あひる座」 

◇対 象 どなたでも 

◇申込み 不要 

◇主 催 大塚児童館、沼田公民館 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◇内  容 「食事に気をつけて夏バテを防ごう」 

講師：安佐南区健康長寿課管理栄養士 白石 みどりさん 

      「夏のさわやかコンサート」 

       演奏：ＴＯＭＯマンドリーノのみなさん 

◇日  時 ７月１７日（金） １０：００～１１：３０ 

◇対  象  おおむね６０歳以上の方 

◇ご注意  暑さ対策をしっかりされてお越しください 

 

 

 

パソコンの操作や文字入力のできない方のための講習会です。 

回 日   程 内      容 

１ ７７７７月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（月月月月））））    パソコン操作の基礎 

２ ８８８８月月月月    ３３３３日日日日（（（（月月月月））））    文字入力の基礎 

３ ８８８８月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（月月月月））））    文字入力の練習 

４ ８８８８月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（月月月月））））    インターネットを楽しもう 

５ ８８８８月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（月月月月））））    Ｅメールの交換 

◇時  間 １４１４１４１４：：：：００００００００～～～～１６１６１６１６：：：：３０３０３０３０ 

◇講  師 沼田地区ＩＴリーダーのみなさん 

◇対  象 パソコン初心者 

※受講したことのある方はお申込できません。 

◇定  員 １０名（申込多数の場合は抽選） 

◇参 加 費  無料 

◇申込方法 ７７７７月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（木木木木））））１５１５１５１５時時時時までにまでにまでにまでに電話電話電話電話かかかか窓口窓口窓口窓口ででででお申込み 

ください。当選結果当選結果当選結果当選結果はははは７７７７月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（木木木木））））のののの１７１７１７１７時以降時以降時以降時以降    

にににに電話電話電話電話かかかかＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸでででで連絡連絡連絡連絡しますしますしますします。。。。    

 

 

我々が暮らしている現在は、超ストレス社会といわれています。 

この大変な時代を、こころ健やかに豊かに生きていくための術を 

一緒に学んでみませんか。 

回 日  時 内   容 ／ 講   師 

「ホルン演奏と朗読」 

～心の休息を求めて～ １ 
７７７７月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（木木木木））））    

10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    
朗読：梅原 信子さん ホルン奏者：藤咲 真介さん 

「紙芝居の世界」 

～大型紙芝居で昔話しを楽しもう～ ２ 
８８８８月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（木木木木））））    

10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    
大塚ムーミンの会 

◇対 象 男女問わずどなたでも（１回限りの参加も可） 

◇申込み 沼田公民館へ 

◇主 催 伴女性会、沼田公民館 

 

 

 

   

○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。 

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（8/2まで） 
・毎週火曜日（7/7、14、21、28） 
・7/20（海の日） 
 

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    

申込みの必要はありません。自由にお越しください。 

◇日 時 ７７７７月月月月９９９９日日日日（（（（木木木木））））・・・・２３２３２３２３日日日日（（（（木木木木））））９９９９：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００ 

◇内 容 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。 

◇講 師 沼田地区ＩＴリーダーグループ 

原爆被害の実相や現在の核兵器の状況などについて、分かりやすく

説明したポスターを展示します。 

◇期 間 ７月３０日（木）～８月１２日（水） 

◇内 容 広島・長崎原爆写真ポスター展示 



  
◇日 時 ７７７７月月月月11111111日日日日（（（（土土土土））））10101010：：：：00000000～～～～15151515：：：：00000000 

◇内 容 和太鼓演奏、子どもたちの発表 

工作・ゲーム・遊びのコーナー、 

                    食べ物コーナー 

◇場 所 伴児童館 

◇問合せ 伴児童館（８４８－００９４） 

◇主 催 伴児童館 

◇共 催 伴っ子クラブ、しいのみ会保護者会、

沼田公民館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◇持参物 Ｍｙカップ(保護者) 

子ども用飲み物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 お気軽にお越し 

                 ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オススメの絵本の読み聞かせをします。 
０歳児からどうぞ。申し込みは不要です。 

◇日 時 ７７７７月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（金金金金））））10:3010:3010:3010:30～～～～11:11:11:11:00000000    

◇内 容 絵本の読み聞かせと、手遊びなど。 

     今月の絵本「でてこい でてこい」他 

◇申込み 不要。お気軽にお越しください。 

 

◇問合せ 沼田保育園 

(�848-3596)  

◇場  所 沼田保育園 

 

わかばママ応援教室 

◇日 時 ７７７７月月月月１０１０１０１０日日日日((((金金金金))))    11111111：：：：30303030～～～～11112222：：：：30303030    

◇対 象 初妊婦とその夫３組（要予約） 

◇日  時 ７７７７月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（金金金金））））        

10101010：：：：00000000～～～～11111111：：：：30303030 
◇内 容 おしゃべりティーサロン 

～フリートーク～ 
◇申込み 沼田公民館へ 

☆☆☆☆みんなでみんなでみんなでみんなで七夕七夕七夕七夕さまさまさまさま☆☆☆☆ 
◇日  時 ７７７７月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（水水水水）））） 10101010：：：：00000000～～～～11111111：：：：30303030 

◇内  容 七夕さま・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 
◇申込み 沼田公民館へ 

◇問合せ  伴保育園  

        (�848-4925)  

◇場 所  伴保育園 

わかばママ教室 

◇日 時 ７７７７月月月月８８８８日日日日（（（（水水水水）））） 10 10 10 10：：：：00000000～～～～11111111：：：：00000000    

◇対 象 はじめてママになる人２名 (要予約) 

わかばパパ教室 

◇日 時 ７７７７月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（土土土土）））） 10 10 10 10：：：：00000000～～～～11111111：：：：00000000    

◇対 象 はじめてパパになる人２名 (要予約) 

わかばパパ応援教室 

◇日 時 ７７７７月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（土土土土））））10101010：：：：00000000～～～～11111111：：：：00000000    

◇対 象 初妊婦の夫とその妻３組（要予約） 

大きくなったね ※身体測定 

◇日 時 ７７７７月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（火火火火））））    

10101010：：：：00000000～～～～10101010：：：：30303030    

◇申込み 不要 

 

    
    

    

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 

◇活動日 ７７７７月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（月月月月））））13131313：：：：30303030～～～～15151515：：：：30303030 

 ◇場 所 沼田公民館２階 会議室１ 

◇申込み 不要 

◇その他 ＥＭ・糖密の販売もあります 
◇主 催 伴リサイクル村 

楽しくかわいく、バレエをいっしょに踊りませんか。 

◇活動日 毎週木曜日毎週木曜日毎週木曜日毎週木曜日 16 16 16 16：：：：15151515～～～～17171717：：：：00000000 

 ◇場 所 沼田公民館 

 ◇対象者 幼稚園・保育園の年中・年長組さん 

◇会 費 ２，５００円 /月 

◇問合せ 幾田（�８４９－１２３５） 

◇開催期間 ９９９９月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（土土土土））））～～～～        ９９９９月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（日日日日）））） 

 ◇開催場所 広島市まちづくり市民交流プラザ 北棟４階ギャラリー他 

◇資  格 広島市に在住・勤務もしくは活動をされている６０歳以上（昭和25年4月1日 

      以前生まれ）の方 

◇部  門 ①日本画②洋画③書道④写真⑤工芸⑥手芸 

      （１人１点で平成20年7月31日以降、独自に創作した未発表のものに限る。 

       先着250点、無審査、応募点数になり次第締め切ります。） 

◇申   込 所定の申込用ハガキに必要事項を記入し 7 月31 日（金）までに（財）広島市ひと・ま 

         ちネットワーク事務局事業係へ。 申込用紙は、まちづくり市民交流プラザ・市民ロ 

         ビー・区役所・出張所・連絡所・公民館・区民文化センターで配布 

◇問合せ先 同事業係（�５４１－５３３５） 

◇日 時 ７７７７月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（日日日日））））10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000 

 ◇場 所 沼田公民館 大集会室 

 ◇講 師 広島市スポーツ協会 横山浩之 体育主事 

 ◇主 催 伴学区公衆衛生推進協議会 

 ◇申込み 沼田公民館 

対人関係が苦手で、仕事への不安・迷いがあり仕事に就けない。
そんな悩みを抱える若者が外へ出て人と接し、働くきっかけを
作っていくための居場所（フリースペース）を開設しています。
（15歳～おおむね35歳の青年） 

◇場  所 中央勤労青少年ホーム 広島市中区八丁堀３－２ 

◇開設日時 毎週月～金曜日 13時～17時 
※ただし、祝日、8月6日、年末年始は休所です。 

◇利用方法 申込は不要です。直接、お気軽にお越しください。 
◇問合せ先：中央勤労青少年ホーム （�２２２－２５１３） 

 

水あそび会 

親子で一緒に夏のあそびを 

楽しみましょう  ※要予約 

◇日 時 ７７７７月月月月１４１４１４１４日日日日((((火火火火))))        

10101010：：：：00000000～～～～11111111：：：：30303030    

◇対 象 未就園児親子20 組 


