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回 開 催 日 内        容 

１ ４４４４月月月月１９１９１９１９日日日日((((月月月月))))    Ｗｏｒｄの基本操作 

２ ４４４４月月月月２６２６２６２６日日日日((((月月月月))))    文字入力 

３ ５５５５月月月月１０１０１０１０日日日日((((月月月月))))    文章の作成と印刷 

４ ５５５５月月月月１７１７１７１７日日日日((((月月月月))))    表現力をアップする機能 

５ ５５５５月月月月２４２４２４２４日日日日((((月月月月))))    Ｅｘｃｅｌの基本操作 

６ ５５５５月月月月３１３１３１３１日日日日((((月月月月))))    データの入力と編集 

７ ６６６６月月月月    ７７７７日日日日((((月月月月))))    表の作成（Ｅｘｃｅｌ） 

８ ６６６６月月月月１４１４１４１４日日日日((((月月月月))))    グラフの作成 

９ ６６６６月月月月２１２１２１２１日日日日((((月月月月))))    
Ｗｏｒｄ文書に 

Ｅｘｃｅｌデータをコピーする 

10 ６６６６月月月月２８２８２８２８日日日日((((月月月月))))    総合練習 

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 

休館日の案内（5/2まで） 

・毎週火曜日（4/6、13、20、27,） 
・4/29 （昭和の日） 

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 ４４４４月月月月８８８８日日日日（（（（木木木木））））・・・・２２２２２２２２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。 

 

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 

◇時 間 いずれも１４１４１４１４：：：：００００００００～～～～１６１６１６１６：：：：３０３０３０３０ 

◇対 象 文字入力ができる方 

◇定 員 １０人（申込み多数の場合は抽選） 

      ※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。 

◇講 師 沼田地区ＩＴリーダーグループ 

◇受講料  10, 000円＋テキスト代2,100円(初回に集めます。) 

◇申込み  ４４４４月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（木木木木））））１５１５１５１５時時時時までにまでにまでにまでに電話電話電話電話かかかか窓口窓口窓口窓口でででで、、、、    

沼田公民館沼田公民館沼田公民館沼田公民館ににににお申込みください。 

当選結果当選結果当選結果当選結果はははは４４４４月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（木木木木））））のののの１７１７１７１７時以降時以降時以降時以降にににに電話電話電話電話かかかか    

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸでででで連絡連絡連絡連絡しますしますしますします。。。。    

◇共 催 沼田地区ITリーダーサークル 

 

月に一度「日々を楽しく、イキイキはつらつと暮らすためのヒント」を 

学びに来ませんか？ 

◇日 時 ５月から３月までの原則第３金曜日 １０：００～１１：３０ 

     （全１０回、８月はお休み） 

◇対 象 おおむね６０歳以上の方 

◇内 容 「健康」や「生きがい」など、日常生活に密着した 

話題を中心に学習します。 

◇参加費 年間５００円（はがき代） 

◇申込み ４月２６日（月）までに沼田公民館へお申込みください。 

※２１年度のイキイキはつらつ塾会員で参加継続を申し出られた 

方については、連絡の必要はございません。 

「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。 

◇日 時 ４４４４月月月月２２２２５５５５日日日日（（（（日日日日））））    １３１３１３１３：：：：３０３０３０３０～～～～１６１６１６１６：：：：３０３０３０３０    

◇内 容  包丁を含む刃物の研ぎ方・使い方、簡単な作品作り 
     （竹トンボ、竹鉄砲、笛、ホタルかご、凧など） 

 ◇対 象  関心のある人ならどなたでも 

◇持参物 ご家庭で切れの悪くなった包丁などの刃物 

◇申込み 申し込みの必要はありません 

◇協 力  伝承遊びボランティアのみなさん 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
近隣散歩 

◇日 時 4444 月月月月 21212121 日日日日（（（（水水水水））））    

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

◇対 象 未就園児親子１０組 

（要予約） 

◇内容 園児と一緒に桜などを 

見に行き、春を見つけましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◇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 22 年度から、オール日程です。 

      いつでも保育園に来て下さい。 

◇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 4444 月月月月 14141414（（（（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 4444 月月月月 24242424（（（（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 4444月月月月20202020（（（（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♪ 

※４月はお休みです 

原則：第２水曜日 10：00～11：30 

   ※お休みの月もあります。 

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 ４４４４月月月月２１２１２１２１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4444 月月月月 10101010 日日日日((((土土土土))))    10101010：：：：00000000～～～～11111111：：：：00000000    

◇対 象 初妊婦と夫３組 

伴学区体育協会が、長年にわたる地域におけ

るスポーツの健全な普及および発展に貢献し

てこられた活動とその実践が高く評価され、平

成２１年度生涯スポーツ優良団体として文部科

学大臣表彰の栄に浴されました。 

なお、平成２２年３月６日にホテル八丁堀シャン

テにおいて、１５０名を超える参加者を得て、盛

大な祝賀パーティーが開催されました。 

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）））） 

◇参加費 １人３００円（保険、ラーメン・ドリンク類、通信費等） 

◇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 

みんなで楽しく子育てしませんか？ 

◇日 時 毎週金曜日 10：30～12：30  ※お弁当持参可 
 ◇対 象 未就園児 
 ◇場 所 沼田公民館 児童室 
 ◇会 費 100 円/月 
◇問合せ 原本 ☎０９０－７５０５－５６３３ 

 

お誘いあわせの上、お気軽にお越しください。  

◇日 時 ４４４４月月月月１１１１００００日日日日（（（（土土土土））））        ８８８８：：：：３０３０３０３０    からからからから    

1111１１１１日日日日（（（（日日日日））））    １６１６１６１６：：：：００００００００    までまでまでまで 

◇場 所 沼田公民館 会議室３ 

    

子育て応援のオープンスペース 
です。お気軽にどうぞ♪ 

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 

※４月はお休みです 

原則：第２金曜日 10:00～11:30 

◇日 時 ５５５５月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（金金金金））））        
10:0010:0010:0010:00～～～～11:3011:3011:3011:30    

◇内 容 産前産後の心と体、呼吸法と
リラックス ～ヨガ～ 
※詳細は、５月号の公民館だより

をご覧ください。 

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。 
申し込みは不要です。 

◇日 時 ４４４４月月月月２３２３２３２３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 

★今月の絵本「みつけた！」他 

申込み 

～楽しく楽に野菜作りを始めましょう～ 

◇日 時 ４４４４月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（月月月月））））    13:3013:3013:3013:30～～～～15:315:315:315:30000 

◇会 場 沼田公民館 研修室１ 

◇申込み 不要。お気軽にお越しください。 

◇その他 ＥＭ・糖蜜の販売もあります。 

◇主 催 伴女性会リサイクル村 

季節の花や果物・風景などを楽しく描くことから始めてみませんか。 

初心者大歓迎です！！ まずは、お気軽に見学からどうぞ。 

◇活動日 毎月第１・２月曜日 １３：００～１６：００ 
 ◇場  所 沼田公民館 
 ◇講  師 広島日展会 会員２名による指導 
◇会  費 ２，５００円 /月（モチーフ代含む） 
◇問合せ 正守 �０９０－７３７７－０５６５ 


