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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（1/3まで） 

・毎週火曜日（12/8、15、22、29） 
・12/23 （天皇誕生日） 
・年末年始（12/30～1/3） 

開館時間 
 午前8時30分～午後10時 

○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。 

◇日 時 １２１２１２１２月月月月１０１０１０１０日日日日・・・・２４２４２４２４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 

第３４回 沼田町ふるさと祭りが、１１月１４

日（土）・１５日（日）に開催されました。 

前日までの雨もあがり、公務で多忙の中、 

秋葉市長にも駆けつけていただき、２日間で

１万３千人の方が来場されるなど、大盛況の

うちに終了しました。 

さまざまな手口で依然として多くの被害をもたらしている悪質商法。

具体的な例をみていきながら、被害者にならないためのポイントを 

学びます。申込みは不要です。 

◇日 時 １２１２１２１２月月月月９９９９日日日日（（（（水水水水））））1111９９９９：：：：００００００００～～～～２０２０２０２０：：：：３０３０３０３０ 

◇内 容 悪質商法に巻き込まれないために 

       ～地域の犯罪事例と対策～ 

◇講 師 広島修道大学商学部准教授 柏木 信一さん 

◇主 催  安佐南・伴・伴東・大塚・伴南防犯組合、 

沼田公民館 

◇日 時 １２１２１２１２月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（水水水水）～）～）～）～１２１２１２１２月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（月月月月））））    

◇場 所 沼田公民館 １階ロビー 

沼田地区の小学生から大学生までの絵画や書などを展示します 

◇日 時 １２１２１２１２月月月月３３３３日日日日（（（（木木木木）～）～）～）～１２１２１２１２月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（月月月月））））    

◇場 所 沼田公民館 １階ロビー 

大型紙芝居・パネルシアター 演芸：２５団体の皆さんに出演していただきました 

大人気のもちつき。きなこ餅おいしかったですね 浜田・広島友好駅伝 今年も友好ランナーが 

頑張って、つないでくれました 

さぁ、待ちに待った“もちまき” 

「ココに投げて～」と声があちこちで・・・ 

◇日 時 １２１２１２１２月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（金金金金））））１０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：３０３０３０３０ 

◇内 容 宮島の町おこしともみじ饅頭 

◇講  師 株式会社 やまだ屋 副社長 山田 幸治さん 

◇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。 

今月が凧（たこ）づくりです！ 

◇日  時 １２月２０日（日）１３：３０～１６：３０ 

◇内  容  凧（たこ）づくり 

◇対  象  小学生・保護者など どなたでも 

◇協  力  伝承遊びボランティアのみなさん 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

No 期 日 テ ー マ 

１ １／１４ リサイクル技術の躍進とその産業 

２ １／２１ 微生物利用技術と遺伝子組換 

３ １／２８ 再生可燃燃料・バイオフューエルの実態とこれから 

４ ２／ ４ 広島発！地球環境を救うニューテクノロジー 

◇日 時 平成２２年１月１０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（火）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。 
・沼田町商工会 
（安佐南区沼田町伴６３０１－１、FAX ８４８－２８９５） 

・広島広域公園陸上競技場管理事務所 
（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 
（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  
    
    

    

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 

◇日 時 １２１２１２１２月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（水水水水））））１０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：３０３０３０３０ 

◇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。 

 

安佐南区子育て応援隊は、豊かな子育て技術・知識（伝承遊びや手作り

おもちゃなど）を持つ区民の皆様を子育て応援隊として登録し、要望の

ある安佐南区内の子育てグループや地域のイベントにおいて、子育て技

術の伝承活動を行っていただくボランティア登録制度です。あなたの特

技や経験を子育て世代にプレゼントしませんか？ 

※詳しくは、申し込み書類設置機関の窓口に設置している募集チラシ、

子育て応援隊のしおりをご覧ください。 

 

◇問合せ先：安佐南区保健福祉課（℡８３１－４９４４） 

◇申し込み：１２月１６日から区内公民館、区地域子育て支援センター、

区社会福祉協議会の窓口に設置する所定の登録票によりお申し込み 

下さい。 

◇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 12121212 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 12121212 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 12121212 月月月月 26262626 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    12121212 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＆おもちつき大会  

◇日 時 12121212月月月月15151515日日日日（（（（火火火火））））    

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

◇申込み 不要 

◇講座日程 全４回 いずれも午後６時半～８時半 毎週木曜日 

◇会  場 広島市まちづくり市民交流プラザ北棟５階研修室Ｃ 

◇対  象 広島市内に在住か通勤・通学の人 

◇定  員 ６０人（定員を超える場合には抽選となります） 

◇申込締切 平成21年12月24日(木)【必着】 

※抽選結果の送付は、12月28日(月)を予定しています。 

◇受 講 料 2,000円（納付方法は通知によりお知らせします） 

◇問合せ先 （財）広島市ひと・まちネットワーク事務局 

TEL541-5335／FAX541-5611 

平成21 年度 
広島国際学院大学との連携講座 

子育て応援オープンスペースです。 
お気軽にどうぞ♪ 

◇日  時 １１１１月月月月８８８８日日日日（（（（金金金金））））    

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

◇内 容 マタニティビクスを 

体験してみよう 

      ※産後のお母さんもどうぞ！ 

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  １１１１月月月月２２２２２２２２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。 


