
Ｎｏ.３９７  ２００９年（平成２１年）１１月１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/   

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    

休館日の案内（12/6まで） 

・毎週火曜日（11/3、10、17、24、12/1） 
・11/ 4 （文化の日の振替日） 
・11/23（勤労感謝の日） 

開館時間 
 午前8時30分～午後10時 

 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～  サルサバンド演奏       ・・・ｴﾙ･ｺﾝﾎﾞ･ﾃﾞﾗ･ﾊﾟｽ 

 １５：００～  神   楽      神降しの舞・・・下 向神楽団 

鯛釣りの舞・・・大 塚神楽団 

滝夜叉姫 ・・・三城田神楽団 

もももも    ちちちち        つつつつ        きききき                  １３：３０～１５：３０ 

大型紙芝居やパネルシアターで大塚ムーミンと遊ぼう １１：００～１２：００ 

カ ラ オ ケ 大 会 … 各町内会から選出された   １８：３０～２１：００  

             ２２組による東西カラオケ大会♪ 

「川にホタルをとばそう」川の探検隊 エコフレンズ成果発表 １３:３０～ 

 
１０：００～ 大塚中学校吹奏楽 演奏 （吹奏楽） 

１０：４５～ 琉球創作エイサー龍和  （エイサー） 

１１：００～ キッズ・ポート沼田  （ヒップホップダンス） 

１１：１５～ ともフォークダンス  （フォークダンス） 

１１：３０～ 青少年ダンス・クラブ （フォークダンス＆民踊） 

１１：４５～ 太極拳ニイハオ    （太極拳） 

１２：００～ 青少年リズム・クラブ （銭太鼓） 

１２：１５～ ハイ テンション   （ヒップホップダンス） 

１２：３０～ フラ・オハナ・ヌマタ （フラダンス） 

１２：４５～ ３３（ミミ）バンド 

１３：１０～ カフラ・オ・ハワイ・コナ（フラダンス） 

１３：３０～ バリデライトバリデライトバリデライトバリデライト 

１４：３０～ 大抽選会 

１５：３０～ フィナーレ 

１６：００～ もちまき 

演  芸 子どもから大人までの２５団体による演芸発表！ 

                           １０：００～１４：００ 

安来節（どじょうすくい）・南京玉すだれの実演   １２：０５～ 

 
★展示 14日（土）9：00～17：00、15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・・・書、ペン習字、能面 

２階 会議室１・・・書 

２階 ロ ビ －・・・俳句・歴史・児童画 

１階 会議室２・・・陶芸・水墨画・水彩画 

１階 会議室３・・・子育て支援事業 

１階 児 童 室・・・押し花・押し花体験・キーホルダー作り 

１階 ロ ビ －・・・いけ花 

 
14日(土）12：00～16：00、15日(日)9：00～16：00 

○うどん、おでん、焼きそば、ホットドック、コロッケ、ジュース、 

炊き込みご飯、フライドポテト、焼肉・アジア料理等の軽食コーナー 

○野菜・果物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・消防などのコーナー 

○健康チェック・適性検査コーナー 

○浜田市観光案内と浜田練製品販売コーナー 

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。。。。    

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） 

１４日(土) 始発 ９：１５、最終発 １７：３０ 

１５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等詳細については、まつり 

パンフレット（町内会で配布）に掲載されています。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。  
※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。 
１４日（土）１０：００～１７:３０、１５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１２日(木)～１１月１６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。 

沼田公園沼田公園沼田公園沼田公園    特設特設特設特設ステージステージステージステージ        ステージイベントステージイベントステージイベントステージイベント    

公民館公民館公民館公民館    正面玄関前正面玄関前正面玄関前正面玄関前    

公民館公民館公民館公民館    ２２２２階階階階    大集会室大集会室大集会室大集会室    

公民館公民館公民館公民館    １１１１階階階階    会議室会議室会議室会議室３３３３    

沼田公園沼田公園沼田公園沼田公園    特設特設特設特設ステージステージステージステージ        ステージイベントステージイベントステージイベントステージイベント    

も ち  つ  き                               １１：００～    

公民館公民館公民館公民館    正面玄正面玄正面玄正面玄関前関前関前関前    

公民館公民館公民館公民館    ２２２２階階階階    大集会室大集会室大集会室大集会室    
前売り券を沼田公民館で販売いたします。ご利用ください。        

販売時間販売時間販売時間販売時間：：：：１１１１１１１１月月月月７７７７日日日日（（（（土土土土））））１１１１１１１１時時時時～～～～１３１３１３１３時時時時     
 むすび 

セット 
いなり 
セット 

うどん むすび いなり 

前売り ４００円 ４００円 ２３０円 １８０円 １８０円 

当 日 ― ― ２５０円 ２００円 ２００円     
※セット券はむすびセット（むすび・うどん）、いなりセット（いなり・うどん）に 

なります。セット券は前売りのみで、当日販売はありません。 

公民館公民館公民館公民館    館内館内館内館内    作品展示作品展示作品展示作品展示    

沼田公園沼田公園沼田公園沼田公園    周辺周辺周辺周辺    ふれあいふれあいふれあいふれあい広場広場広場広場    

公民館公民館公民館公民館    １１１１階階階階    会議室会議室会議室会議室 3333    

浜 田 ・ 広 島 （沼田） 友 好 駅 伝 

 ８：３０ 浜田市役所スタート 

パラパラアニメ教室と広島国際アニメーション  １０：３０～１２：３０ 

フェスティバル入選作品の上映会 

「作って遊ぼう」伝承あそびの広場       １３：００～１５：００ 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

    

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 

子育て応援オープンスペースです。 

お気軽にどうぞ♪ 

◇日 時 11111111月月月月11111111日日日日（（（（水水水水））））    

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

◇内 容 みたらし団子をつくろう！ 

◇持参物 参加費100円、Ｍｙカップ（保護者）、 

子どもさんの飲み物 

◇申込み １１月８日（日）までに沼田公民館へ 

子育て応援オープンスペースです。 

◇日  時    11111111月月月月18181818日日日日（（（（水水水水））））        

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

◇内  容 フリータイム 

◇持参物 Ｍｙカップ(保護者) 

子どもさんの飲み物 

参加費５０円      

 

◇日 時 11月20日（金）10：00～11：30 

◇内 容 これからを安心して暮らすために 

◇講  師 公証人合同役場公証人 山森さん 

◇対  象  おおむね６０歳以上の方 

申込み不要。自由にお越しください。 

◇日 時 11月12・26日（木）9：00～12：00 

◇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 

◇講 師 沼田地区ＩＴリーダーグループ 

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 11月29日（日）10：30～12：00   

◇内 容 歌あそび・手あそび・ふれあいあそび 

     大型絵本の読み聞かせ・手品もあるかも 

◇対 象  ０歳児から小学校３年生までの子どもと 

おとうさん・おじいちゃん（先着３０組） 

     ※お母さん・おばあちゃん・お兄ちゃん・ 

お姉ちゃんも一緒に参加してね。 

◇講 師 大丸ロケッツのみなさん 

（近郊の男性保育士のバンド） 

◇備 考 運動のできる服装でお越し下さい 

◇申込み 前日までに沼田公民館へ  

    

アジアの国々の料理づくりやゲームで、外国を知ろう。 

◇日 時 12月5日（土） 

◇内 容 第１部 9：30～12：30 

          外国の料理作りと会食＆ゲーム    

             第２部 13：00～16：00 

          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 ３０名（先着順） 

◇材料費 ３００円 

◇持参物 エプロン、三角巾、ふきん 

◇申込み １１月２１日（土）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 

※１１月はお休みです。 
  次回は 12 月11 日（水）。クリスマス会 

団塊世代の皆さん！何か熱中できるものがありますか？ 

自由な時間を持つことができたら、これからのライフ 

ステージに熱中できる何かを少し追加しませんか？ 

◇日 時 １１月２９日（日）１０:００～１３:００ 

◇場 所 沼田公民館 実習室 

◇内 容 ソバ打ち体験を通して、地域おこしを学ぶ 

◇対 象 団塊世代を中心にどなたでも（先着１６名） 

◇材料費 ７００円 

◇持参物 エプロン・三角巾（バンダナ） 

タオル・ふきん・タッパー 

◇申込み 前日までに沼田公民館へ  

 

◇日 時 １１月２１日（土）10：00～13：00    

◇場 所 沼田公民館 実習室 

◇内 容 パン作り 

◇対 象 小学１～３年生の親子 

（先着８組） 

◇材料費 ５００円／１組 

◇持参物 エプロン・三角巾（バンダナ）・ 

ふきん３枚・２０cm位のボール・ 

持ち帰り用の袋またはカゴ 

○申込み １１月１８日（水）までに沼田公民館へ 

○講座のお申込・お問合せは沼田公民館まで℡・Fax８４８－０２４２ 

※会場の表記のない講座等については、沼田公民館での開催となります。 

※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。 

大人も楽しめて、子ども達に読ませたい本を 

一緒に楽しんでみませんか。 

お子様連れでも大丈夫です。 

◇日 時 11111111月月月月11111111日日日日・・・・18181818日日日日・・・・25252525日日日日（（（（水水水水））））    

                                全全全全3333回回回回    10101010：：：：00000000～～～～11111111：：：：30303030    

◇内 容 11月11日 絵本について 

     11月18日 読み語りの実演と体験談 

     11月25日 一緒に読んでみませんか 

◇申込み 11月8日（日）までに沼田公民館へ 

◇協 力 読み語りグループ「あのねの会」 

１１月より「ともはと号」の巡回場所が変更に

なりました。 

伴南学区   広島信用金庫西風新都支店前 

集 会 所   交流スペース 

ぜひ、みなさまご利用ください。 

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 11111111月月月月27272727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、 

手遊びなど。 

 

◇日 時 11月15日（日）10：30～12：00 

◇対 象 小・中学生２０名（先着順） 

◇持参物 筆記用具・色鉛筆またはマジック 

◇申込み 11月8日までに沼田公民館へ 

◇場 所 沼田公民館 会議室３ 

 

奥畑川上流・奥畑川下流・大塚川・細坂川の４河川での 

「水生生物と水質調査」結果を環境マップにまとめました。 

どうしたらホタルがたくさん飛ぶのか、その成果を参加した 

大塚小・伴南小・伴東小の子ども達が発表します。 

◇日 時 11月14日（土）13：30～  ◇場 所 沼田公民館 会議室３ 

あと少しすると、クリスマス。 

プリザーブドフワラーを使った、かわいいフラワー 

アレンジメントを作って、お部屋に飾りませんか 

◇日 時 12月3日（木）10：00～12：00 

◇対 象 関心のある方ならどなたでも 

◇定 員 15名（先着順）※ただし申込みが 

12名を下回る場合は事業を中止します。 

◇受講料 ２，３００円（講師料＋材料費） 

◇持参物 ハサミ 

◇申込み １１月２２日（日）までに沼田公民館へ 

◇講 師 アートフラワー講師 末時 有美さん 

※完成見本を公民館に展示しています 

市民アカデミー事業「趣味・教養講座」 


