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使用料の額 （１時間までごとに） 

部 屋 名 
条例額 

減 免 後 

（３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日までの申請受付分） 

減 免 後 

（４４４４月月月月1111日日日日からの申請受付分） 

大集会室 １，３５０円 ３００円 ６００６００６００６００円円円円    

大集会室 以外 
（研修室・会議室等） 

４５０円 １００円 ２００２００２００２００円円円円    

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    

    
    

    

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 ２２２２月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（金金金金））））１０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：３０３０３０３０    

◇内 容 健康体操で、毎日を元気に！ 

◇対  象  おおむね６０歳以上の方 

◇講  師 戸山・伴・大塚地域包括支援センター 

      介護支援専門員 山田  道枝さん 

              角鼻 克則さん 

◇備 考 体を動かせる服装で、寒くないようにして 

お越しください 

 ◇申込み 不要。ご自由にお越しください 

 

休館日の案内（3/7まで） 

・毎週火曜日（2/9、16、23、3/2,） 
・2/11 （建国記念の日） 

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 ２２２２月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（木木木木））））９９９９：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００        

※※※※２２２２月月月月はははは１１１１回回回回のみですのみですのみですのみです。。。。 

◇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 

◇申込み  不要。ご自由にお越しください。 

修道大学のお兄さん・お姉さんと一緒に美味しい自分だけの 

最高のクレープを作ってみようよ！ 

◇日 時  ２２２２月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（土土土土））））    １３１３１３１３：：：：３０３０３０３０～～～～１６１６１６１６：：：：００００００００ 

◇メニュー クレープ作り 

◇対 象  小学４ ～ ６年生 ２０名（先着順） 

◇講 師  修道大学のお兄さん・お姉さん 

◇材料費   ５００円 

◇持参物  エプロン・三角巾（バンダナ）・ふきん２枚 

◇申込み  ２月１７日（水）までに沼田公民館へ  

 

   ◇日 時 ２２２２月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（日日日日））））１３１３１３１３：：：：３０３０３０３０～～～～１６１６１６１６：：：：３０３０３０３０    

   ◇内  容 昔あそび・刃物の使い方、包丁のとぎ方など 

◇持参物 切れの悪くなった包丁 

◇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 

スマップみたいにおいしいごはんが作れたら、かっこいいよね。 

学校が休みの日のお昼ご飯は自分で作れるようになろうや！ 
 

◇日 時 ２２２２月月月月２７２７２７２７（（（（土土土土））））１０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１３１３１３１３：：：：００００００００ 

◇メニュー カレーピラフ、野菜サラダ、りんごゼリー    

◇対 象 小学４～６年生 ２０名（先着順） 

◇講 師 沼田公民館利用グループ「男の料理」のみなさん 

◇材料費 ４００円 

◇持参物 エプロン、三角巾（バンダナ）、ふきん２枚 

◇申込み ２月２１日（日）までに沼田公民館へ 

平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日から申請される公民館使用料については、下表のとおりになります。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◇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 2222 月月月月 12121212 日日日日((((金金金金))))    11111111：：：：30303030～～～～12121212：：：：30303030    

◇対 象 初妊婦３名 

（妊娠6 ケ月～8 ヶ月の方） 

◇問合せ  伴保育園  

        (�848-4925)  

◇場 所  伴保育園 

わかばママ教室 

◇日 時 2222 月月月月 10101010（（（（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 2222 月月月月 27272727（（（（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) 

大きくなったね  

◇日 時 2222月月月月16161616（（（（火火火火））））    

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

◇申込み 不要 

子育て応援のオープンスペース 
です。お気軽にどうぞ♪ 

◇日 時 ３３３３月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（水水水水）））） 
10:0010:0010:0010:00～～～～11:3011:3011:3011:30 

◇内 容 おおきなおおきな 
      絵を書こう！ 
◇持参物 ＭＹカップ（保護者） 

子ども用飲み物 
参加費50円 

◇服 装 汚れても大丈夫な服装 
     でお越しください 

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。 

◇日 時 ２２２２月月月月２６２６２６２６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       

◇申込み 不要。 

     お気軽にお越しください。

★今月の絵本「あっ！」 

ワクワクうれしい気持ち☆ちょっぴり 
不安な気持ち☆心と体の変化を楽しみ 
ながら、みんなでおしゃべりしましよう 

◇日 時 ２２２２月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（金金金金））））        
10:0010:0010:0010:00～～～～11111:301:301:301:30    

◇内 容 赤ちゃんとの 
コミュニケーションについて 
～みんなちがってみんないいい～ 

◇申込み 不要 

1月10日（日）、 沼田老人いこいの家で行われた 

「沼田新春囲碁大会」の結果です。 （敬称略） 

★Ａゾーン       ★Ｂゾーン  
 １位 常松  久男    １位 住田 康雄 
 ２位 末房 正爾    ２位 信本 正考 
 ３位 藤井 福寿    ３位 伊藤 一登 

子育て応援のオープンスペース 
です。お気軽にどうぞ♪ 

◇日 時 ２２２２月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（水水水水）））） 

                            10:0010:0010:0010:00～～～～11:3011:3011:3011:30 

◇内 容 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 

 

育児講座 

◇日時 2222 月月月月 10101010 日日日日（（（（水水水水））））    

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

◇対象 保護者と地域の方

20 組 

ひなまつり会 

◇日時 3333 月月月月 3333 日日日日（（（（水水水水））））    

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

※詳細は、沼田保育園へ 

◇活動日 ２月２２日（月）13：30～15：30 

◇場 所 沼田公民館２階 研修室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 

①岳山にまつわる歴史、樹木の学習についてのレクチャー 

◇日  時  ３月６日（土）10：00～12：00 日浦公民館 

②久地岳山ハイキング「岳山」（521.5ｍ） 

◇日  時  ３月１３日（土）10：00～14：00 ※雨天順延 ３月２０日（土） 

◇集合場所 安佐久地通り境原バス停留所 ポプラ前（久地中央店） 

◇対  象 成人一般 ４０名（定員になりしだい締め切ります） 

◇申込方法 日浦公民館へ電話（☎８３８－３２２０）で先着順。 

できるだけ1回目と２回目の両方にご参加ください。 

◇申込受付 ２月１日（月）～３月４日（木） 

一緒に楽しく・楽しく踊りませんか！ 
軽快なリズムとステップで、いつの間にか足腰の
鍛錬に！見学も大歓迎！お待ちしております。 

◇活動日 原則 第1・3土曜日（その他に１回） 

      １３：３０～１５：３０ 

◇場 所 沼田公民館  

◇問合せ 光井 ☎８４８－４６８７  

卓球を一緒に楽しみませんか？ 全体練習 
のあと、シングル戦・ダブルス戦もありま
す。初心者の方でも気軽に参加できますヨ。 

◇活動日 毎週木曜日 １３：００～１６：００ 
◇場 所 沼田公民館 
◇会 費 ５００円／月（懇親会費を一部含む） 
◇問合せ 関 璃鶴美 �８４８－８３３２ 

※毎週月曜日の午前活動「沼田卓球クラブＡ」も 
会員を募集しています。 

 

２月１７日から大原中垣家に伝わった
文書御旧記を読みます。 
興味のある方はご参加ください。 

◇活動日 第1・3水曜日 

      １３：３０～１６：３０ 

◇場 所 沼田公民館  

◇問合せ 清崎 ☎８４８－０８８８ 

◇活動日 ３月１０日（水）13：30～15：30 

◇内 容 講演会「認知症と介護の知識について」 

◇場 所 沼田公民館 

◇申込み 不要 

◇主 催 伴学区社会福祉協議会 

伴東小学校コミュニティランド部の 

１年間の活動のまとめとして、展示 

＆ステージ発表をします。 

是非、皆さんお越しください。 

◇日 時  2222 月月月月 20202020 日日日日（（（（土土土土））））10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    

◇場 所  沼田公民館 大集会室 

◇主 催  ともひがしくらぶ 

わかばパパ応援教室 

◇日 時 2222 月月月月 13131313 日日日日((((土土土土))))    10101010：：：：00000000～～～～11111111：：：：00000000    

◇対 象 初妊婦と夫３組 

○申告会場 基町クレド・パセーラ11階 

「ＮＴＴクレドホール」 

○受付期間 平成22年2月16日（火）～3月15日（月）

（受付時間 9：00～16：00） 

（注１）上記期間中は、税務署に確定申告会場を 

設けておりません。 

（注２）通常の土・日曜日は相談を行っていませんが、 

2月21日・2月28日の日曜日に限り、確定申告

の相談を行います。 

↑千年杉の雄姿 


