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【ふれあい広場出店の部】 
  ◇出店日時 １１１１１１１１月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（土土土土））））12121212：：：：00000000～～～～16161616：：：：00000000（（（（予定予定予定予定）））） 

      １１１１１１１１月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（日日日日）））） 9 9 9 9：：：：00000000～～～～16161616：：：：00000000    
◇出店場所 沼田公民館駐車場・沼田公園ほか 
◇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１５１５１５１５日日日日（（（（日日日日））））8888：：：：30303030～～～～15151515：：：：30303030頃頃頃頃までまでまでまで 
◇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 

    

    

    

    

    

 

回数 日程 学習主題 

１ 9 月28 日（月） Word の基本操作 

２ 10 月 5 日（月） 文字入力 

３ 10 月19 日（月） 文章の作成と印刷 

４ 10 月26 日（月） 表現力をアップする機能 

５ 11 月 2 日（月） Excel の基本操作 

６ 11 月 9 日（月） データの入力と編集 

７ 11 月16 日（月） 表の作成（Excel） 

８ 11 月30 日（月） グラフの作成 

９ 12 月 ７日（月） Word 文書に Excel データをコピーする 

１０ 12 月14 日（月） 総合練習 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

○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（10/4まで） 
・毎週火曜日（9/8、15、22、29） 
・9/21（敬老の日） 
・9/23（秋分の日） 
・9/24（国民の日の振替日） 

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    

「もの」づくりの地域の達人から、刃物を中心とした道具の管理・使い

方から実際の「もの」づくりまでの技（わざ）と知恵（ちえ）を学びま

す。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 ９月２７日（日）１３：３０～１６：３０ 

◇内 容 昔のあそび・竹細工・包丁のとぎ方 など 

◇対  象  小学生・保護者など どなたでも 

◇持参物  切れの悪くなった包丁 

◇協  力  伝承遊びボランティアのみなさん 

◆申込期間  ９月７日（月）～９月１７日（木）※期限厳守 

◆申 込 み  申込書を記入の上、協賛金（ふれあい広場を除く）を添えて沼田公民館に提出してください。 

【演芸の部】 
◇出演日時 １１１１１１１１月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（日日日日））））9999：：：：00000000～～～～14141414：：：：30303030（（（（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１４１４１４１４日日日日（（（（土土土土））））9999：：：：00000000～～～～17171717：：：：00000000 

１１１１１１１１月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（日日日日））））9999：：：：00000000～～～～16161616：：：：00000000 

◇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。 

 

◇日  時 ９月１８日（金）１０：００～１１：３０ 

◇内 容 全国中学校放送コンテスト最優秀賞！ 

      ～ホタルと天の川と奥畑と～ の製作に 

関わるお話と作品の鑑賞 

◇講  師 広島市立伴中学校教論 熊谷 貞夫 先生 

◇対  象  おおむね６０歳以上の方 

申込みの必要はありません。自由にお越しください。 

◇日 時 ９９９９月月月月１７１７１７１７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 

◇時  間 毎回１４：００～１６：３０ 

◇受講料 10,000円＋教材費2,100円（初回に集めます） 

◇定 員 10名（応募者多数の場合は抽選） 

     ※応募者が5名に満たない場合は、本講座を取りやめる 

こともあります。 

◇対象者 文字入力ができる方 

◇申込み 9月18日（金）15時までに電話か窓口で、沼田公民館に 

お申し込みください 

◇講  師  沼田地区ITリーダーグループ 

◇共 催 沼田地区ITリーダーグループ 

 

初心者向けのワードとエクセルの基礎講習会です。 

企業・団体との連携講座 



 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  時 内  容 

９月２５日

（金） 

9:30～11:30 

【講義】「元気じゃけんひろしま２１」で健康づくり 

健康ウォーキング推進者の活動 

【実践】楽しく実践しよう！正しいウォーキングの仕方 
日  時 内  容 

 ９月２８日（月） 

9:30～11:30 

ウォーキングで介護予防！（講義と実技） 

 ウォーキングの効果、正しい歩き方 

１０月５日（月） 

9:30～11:30 

元気じゃけん体操で介護予防！（講義と実技） 

転倒予防について、元気じゃけん体操 

１０月１９日（月） 

9:30～11:30 

さぁみんなで 歩きましょう！（実技とｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ） 

近郊を歩きます。おすすめルートなどの情報交換 

◇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 ９９９９月月月月１１１１１１１１日日日日((((金金金金))))    11111111：：：：30303030～～～～12121212：：：：30303030    

◇対 象 初妊婦とその夫３組（要予約） 

◇問合せ  伴保育園  

        (�848-4925)  

◇場 所  伴保育園 

わかばママ教室 

◇日 時 ９９９９月月月月９９９９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 ９９９９月月月月１９１９１９１９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    ９９９９月月月月１２１２１２１２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 ９９９９月月月月１５１５１５１５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 

 

すでにサポーターとして活動されている方も、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？ 

サポーター活動は、仲間との出会い・自分探しの場です。 

楽しい仲間と一緒に、サポート活動を楽しみましょう 

◇日 時 ９９９９月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（月月月月））））１０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：３０３０３０３０    

◇内 容 乳幼児の救急措置法 ～いざという時、対応できるために～ 

◇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。申込時にご連絡ください。 

◇講 師 日本赤十字社広島県支部 職員 

◇申込み ９月７日（月）までに沼田公民館へ 

 

 

子育て応援オープンスペースです。お気軽にどうぞ♪ 

◇日  時 ９９９９月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（水水水水））））    10101010：：：：00000000～～～～11111111：：：：30303030 

◇内 容 癒しの音楽会♪ 

◇演  奏 広島きらきら母交響楽団のみなさん 

      ※子連れＯＫの、主に子育て中のママたちによる 

「オーケストラ」＆「アンサンブル」の会です。 

◇持参物 参加費50円、Ｍｙカップ（保護者）、 

子育て応援オープンスペースです。 

◇日  時    ９９９９月月月月９９９９日日日日（（（（水水水水））））    

 10 10 10 10：：：：00000000～～～～11111111：：：：30303030    

◇内  容 大型絵本とパネルシアター 

◇持参物 Ｍｙカップ(保護者) 

子どもさんの飲み物 

参加費５０円      

 

ウォーキングは、いつでも・どこでも・楽しく手軽にできる有酸素運動です。 
脳の働きを活性化させる効果もありますよ！ 
「運動は苦手だけど介護予防のために何かしてみたい」「転倒予防の方法を知り
たい」など…初めての方も大歓迎！いつまでも楽しくいきいきと過ごすために
も、このウォーキング塾に参加してみませんか？ 

◇会 場 広島ビッグアーチ 

◇対 象 おおむね６５歳以上の方で、要介護（要支援）認定を受けていない方 

（医師から運動制限の指示のある方はご遠慮ください） 

◇定 員 先着３０名 

◇申込み 安佐南保健センター 健康長寿課保健予防係 ☎８３１－４９４２ 

◇その他 運動のできる服装でお越しください。タオル・帽子・お茶等の水分を 

お持ち下さい。 

子どもにはしっかりと朝朝朝朝ごはんごはんごはんごはんを食べて1日を元気にスタート 
させてあげたいですね。とはいっても、「忙しい朝は時間と手間を 
かけて朝ごはんを作っている暇はない！」という方も多いのでは？ 

◇日 時 １０１０１０１０月月月月７７７７日日日日（（（（水水水水））））１０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１３１３１３１３::::００００００００        
◇内 容 バランスのとれた朝ごはん 
◇対 象 子育て中・子育てに関心のある方 
◇定 員 １５名 ※託児有（先着10名）申込時にご連絡下さい。 
◇材料費 ４００円 
◇持参物 エプロン・ふきん２枚・三角巾 
◇申込み ９月２７日（日）までに沼田公民館へ 
◇講 師 栄養士 山村 悦子 さん 
◇主 催 伴っ子クラブ、ともひがしくらぶ、沼田公民館 

オススメの絵本の読み聞かせをする子育て。 

応援オープンスペースです。０歳児からどうぞ。 
◇日 時 ９９９９月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（金金金金））））    

                            10:3010:3010:3010:30～～～～11:0011:0011:0011:00    

◇内 容 絵本の読み聞かせと、手遊びなど。 

今月の絵本「おいしい音」他 

◇申込み 不要。お気軽にお越しください。 

◎◎◎◎特別弔慰金特別弔慰金特別弔慰金特別弔慰金（（（（第第第第９９９９回特別弔慰金回特別弔慰金回特別弔慰金回特別弔慰金））））がががが支給支給支給支給されますされますされますされます    
  公務扶助料・遺族年金等の受給者が亡くなった（平成17 年 4月 1日～

平成21年3月31日迄）場合に、残された遺族の方が支給対象者となり
ます。※詳しい資料を送付します。下記事務局までお申し出下さい 

 
◎◎◎◎遺遺遺遺族会族会族会族会へのへのへのへの入会入会入会入会をおをおをおをお待待待待ちしておりますちしておりますちしておりますちしております。。。。    

入会希望の方は、会則を送付します。下記事務局までお申し出下さい。 
 

（財）広島市遺族会沼田支部 事務局  

支部長 六郎 貞介  

☎848-8989 FAX 848-9069 

自分自身がウォーキングを楽しむだけでなく、その良さを友人や近所
の人などに伝える「ウォーキング推進者」の養成講座を開催します。 

 

◇会 場 安佐南区スポーツセンター 

◇定 員 ３０名 

◇申込み 安佐南保健センター 健康長寿課 ☎８３１－４９４２ 

◇その他 運動のできる服装でお越しいただき、上靴・タオル・お茶等の 

水分補給ができるものをお持ち下さい。 


