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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（4/4まで） 

・毎週火曜日（3/9、16、23、30,） 
・3/22 （春分の日の振替日） 

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 ３３３３月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（木木木木））））・・・・２５２５２５２５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 

◇申込み  不要。ご自由にお越しください。 

 

ひごと和紙を使い、文字の図柄を入れ、本格的な和凧（角凧）を 

作り、小学校グランドで飛ばして遊びましょう。 

◇日 時   ３３３３月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（金金金金））））    ９：００～１４：００ 

◇内 容   凧づくり      ※昼食のおにぎりあり    

◇参加費  １００円（当日徴収） 

◇対 象   小学生 （保護者同伴の場合、弟妹もＯＫ！） 

◇定 員  ３０名 

◇持参物  あれば絵筆（大筆）・水筒（のみもの） 

      ※図柄に使う好きな「文字」を考えておいてください。 

◇申込み  ３月２１日（日）までに沼田公民館へ 

◇協 力  伴女性会、伴っ子クラブ、ともひがしくらぶ 

伝承遊びボランティアのみなさん 

子ども達に凧作り指導ができるよう、研修会を開催いたします。 

凧作りの技術を研きたい方、興味のある方、ご来場ください。 

◇日時 ３月１２日（金）１３：００～１６：００ 

◇場所 沼田公民館 ２階 研修室２ 

◇申込み 不要 

◇協力 伝承遊びボランティアのみなさん 

※この凧作りは３月２６日（金）のキッズ王国で凧作りをするための準備を 

兼ねて開催いたします。 

きれいな水と豊かな緑あふれる伴の奥畑地区 

を会場に、四季折々の自然を通してさまざま 

な体験活動と環境学習を行っています。 

普段できない体験と、たくさんの素敵な出会いが 

あります。一緒に笑顔で楽しみましょう。ご応募、お待ちしています！  

◇対 象 小学小学小学小学生生生生とそのとそのとそのとその保護者保護者保護者保護者    ４２４２４２４２家族家族家族家族    ※※※※先着順先着順先着順先着順 

※年間を通して参加できる方。お父さんの参加大歓迎！ 

※乳幼児連れとなる場合は２人以上の保護者が参加 

できる方とさせていただきます。 

◇内 容 農業体験（さつま芋ほか）、ホタルの学習・観察、 

（（（（※※※※予定予定予定予定））））林間学校、窓が山登山、田リンピック、とんど ほか 

     ※今年度の活動が公民館のホームページでご覧頂けます。 

◇活動日 おおむね月１回程度、日曜日 ※土曜日の場合もあり 

◇参加費 年間運営費１家族３，０００円（林間学校、卒業アルバム代を除く） 

◇申込み  ３３３３月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（日日日日））））までにまでにまでにまでに沼田公民館沼田公民館沼田公民館沼田公民館へへへへ 
 

おくはた電ボ隊は、自然体験学習・おくはた分校をサポートしている 

ボランティアスタッフです。自然と子どもが好きな中学生以上の方なら

どなたでもＯＫ！余暇を活かして一緒に楽しく活動しましょう。 

◇活動日 おくはた分校本番（おおむね月１回日曜日※土曜日の場合 

もあり）、電ボ隊会議（月１回 土曜日）、 

および本番にむけての準備（随時必要時） 

※※※※３３３３月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（土土土土））））午前午前午前午前９９９９時時時時３０３０３０３０分分分分 第１回会議を行います 

◇申込み  ３３３３月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（日日日日））））までにまでにまでにまでに沼田公民館沼田公民館沼田公民館沼田公民館へへへへ 

 

平成２２年４月から公民館で働いていただける臨時職員を募集します。 

詳しくは、下記の区調整公民館へお問い合わせいただくか、ホームページ

を http://www.hitomachi.city.hiroshima.jp/furuichi-k/ をご覧ください。 

 

◇募集期間 平成２２年３月１２日（金）まで 

        ※全市で１５人程度を予定しています。 

勤務する公民館は未定です。 

◇問合せ先 古市公民館 ☎８７７－２６７７ 

諸事情により、沼田公民館職員の夜間勤務体制を下記のとおり 

変更させていただきます。ご了承ください。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
    

    

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 

◇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 3333 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 3333 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 3333 月月月月 13131313（（（（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 3333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 
      絵を描こう！ 
◇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 

子育て応援のオープンスペースです。 

妊婦さん・０歳から未就園児の親子対象です。お気軽にどうぞ♪ 

◇日 時 ３３３３月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（金金金金））））    10:3010:3010:3010:30～～～～11:0011:0011:0011:00    

◇内 容 絵本のある子育て～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「いないいないばぁ」 

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 

 

わかばパパ応援教室 

◇日 時 3333 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 

五坪菜園に欠員が生じましたので、補充会員を募集します。 

◇場 所 広陵地区広陵地区広陵地区広陵地区        １１１１区画区画区画区画        

大原地区大原地区大原地区大原地区    ３３３３区画区画区画区画     

※１家族１区画に限ります。地区及び区画番号は指定できません。 

◇会 費 年間 ２，０００円 

◇期 間 平成２２年３月１日～平成２３年２月２８日 

◇対 象 原則的に沼田町地区に在住の方 

◇申込み ３月１３日（土）正午までに沼田公民館へ「氏名・住所・電話番号」を 

ご連絡ください Tel/Fax ８４８－０２４２ 

◇抽 選 ３月１４日（日）午前１０時、沼田公民館で新規 

入園者の抽選会を行います。応募者は必ずご 

出席ください（時間厳守・代理可） 

◇主 催 沼田町コミュニティー五坪菜園運営委員会 

夜の沼田の町を楽しく歩きながら、完歩に挑戦してみませんか 

◇日 時 ４４４４月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（土土土土））））午後午後午後午後６６６６時時時時よりよりよりより順次出発順次出発順次出発順次出発（（（（雨天決行雨天決行雨天決行雨天決行）））） 

◇集 合 伴６団本部（（（（専念寺専念寺専念寺専念寺））））及び戸山３団本部（（（（淨宗寺淨宗寺淨宗寺淨宗寺）））） 

◇コース ２５ｋｍコース（24.2㎞） 

（１）伴出発：専念寺→戸山→奥畑→大塚→専念寺 

（２）戸山出発：淨宗寺→奥畑→大塚→専念寺→淨宗寺 

１０ｋｍコース 

（１）伴出発：専念寺→沼自→奥畑→大塚→専念寺（12.9㎞） 

（２）戸山出発：淨宗寺→奥畑→大塚→専念寺  （14.2㎞） 

◇チーム ５～７人編成（小学４年生以下は保護者同伴）   

       ※２名以下の申込の場合は他のチームに入っての参加となります。 

◇参加費 １人３００円（保険、ラーメン・ドリンク類、通信費等） 

※当日徴収 

◇申込み ４４４４月月月月1111日日日日（（（（木木木木））））までに沼田公民館に設置してある申込用紙に 

必要事項を記入ください。  

◇問合せ ボーイスカウト安佐第６団 (西田848-0180） 

ガールスカウト広島第２１団(若林848-2068） 

     ボーイスカウト安佐第３団(沖原839-2219） 

◇協 力 沼田地区スポーツクラブ 

◇日 時 第２・４月曜日 9：20～12：10 

         時間帯別に３クラスあり、各５０分です。 

くわしくは、代表者に問い合わせください。 

◇対 象 概ね１歳以上の未就園児と保護者 

◇問合せ 代表者連絡先については、沼田公民館まで 

 


