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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（6/6まで） 
・毎週火曜日 （5/4、11、18、25、6/1） 
・5/3 （憲法記念日） 
・5/5 （子どもの日） 
・5/6 （みどりの日の振替休日） 

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 ５５５５月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（木木木木））））・・・・２７２７２７２７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ＩＣＴリーダーグループ 

◇申込み 不要。ご自由にお越しください 

 
    
    

    

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 

お待たせいたしました。平成２２年度｢イキイキはつらつ塾｣が 

５月からスタートします。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 ５５５５月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（金金金金））））    １０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：３０３０３０３０    

◇対 象 おおむね６０歳以上の方 

◇テーマ 「火災から命を守る」について 

◇講 師 安佐南消防署予防課課長補佐 森下 安幸 さん 

色がからだとこころに及ぼす効果を知り、毎日の暮らしへの色の 

パワーの取り入れ方を学びます。 

何気なく見ている色をちょっと意識するだけで、毎日が楽しく！ 

ハッピー！になります。 

◇日 時 ５５５５月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（金金金金））））１０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００    

◇場 所 大塚児童館（大塚小学校南門すぐ） 

◇講 師 カラーフレンズ 代表 熊本 すなお さん 

◇対 象 どなたでも 

◇定 員 ３０名（先着順） 

◇申込み 沼田公民館へ 

◇主 催 大塚母親クラブ、沼田公民館 

◇お願い 小学校敷地内ですので、駐車場はありません。 

ご了承ください。託児はありません。 

ミニ額を作って、押し花の世界を体験してみませんか。 

作品も展示しております。お気軽にご参加ください。 

◇日 時 ロビー展：５５５５月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～６６６６月月月月９９９９日日日日（（（（水水水水））））    

     体 験 会：６６６６月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（木木木木））））１０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００        

※※※※要申込要申込要申込要申込みみみみ    

◇定 員 １０名（先着順） 

◇材料費 ７８０円 

◇申込み 岩本 ☎０７０－５５２１－１２８４ 

◇主 催 あじさい押し花クラブ、沼田公民館 

「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 ５５５５月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（日日日日））））    １３１３１３１３：：：：３０３０３０３０～～～～１６１６１６１６：：：：３０３０３０３０    

◇内 容  今月は「ホタルかご」作りもあるよ！  

◇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 不要。ご自由にお越しください 

◇協 力  伝承遊びボランティアのみなさん 

 

職員異動職員異動職員異動職員異動のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ（（（（４４４４月月月月１１１１日付日付日付日付））））    

◆お世話になりました 

  館 長：湊   朗 （牛田公民館へ） 

  専門員：松田 和彦  臨時職員：末益 千恵子 

◆よろしくお願いします 

  館 長：多森 正晴（佐伯勤労青少年ホームから） 

  専門員：八田 道男（新規採用） 

◆引き続きよろしくお願いします 

主査：神中 豊明   主事：坂井 佳与子   臨時職員：田中 裕子 

 

沼田日本語教室は、３月に中国の青島・大連などを訪れ平和交流を

してきました。濰坊（いほう）市と大連市の学校を訪れ、原爆につ

いての話をし、被爆アオギリ２世の種を贈呈しました。また、私た

ちも中国に残る砲台や戦争博物館などを見学しました。なかでも強

制収容所跡を訪れた日本人は私たちが初めてとのことでした。 

一方、現在の青島・大連もその発展には目を見張るものがありまし

た。それら最新の中国事情の写真も含めたパネル展を開催いたしま

す。ぜひ、ご覧ください。 

◇日 時 ５５５５月月月月８８８８日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～５５５５月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（木木木木）））） 

◇主 催 沼田日本語教室、沼田公民館 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
全国一斉園庭開放 

◇日 時 5555 月月月月 20202020 日日日日（（（（水水水水））））    

9:309:309:309:30    ～～～～    11111111：：：：30303030    

◇対 象 未就園児親子 20 組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◇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 ヶ月～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 5555 月月月月 19191919（（（（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 5555 月月月月 29292929（（（（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・お話しでてこ～い  

◇日 時 5555月月月月25252525（（（（火火火火））））    

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

◇申込み 身体測定をした後、 

園児達と一緒にパネル   

シアター・手遊び等々を 

一緒に楽しみましょう！ 

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 ５５５５月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（水水水水）））） 
                    10:0010:0010:0010:00～～～～11:3011:3011:3011:30 
◇内 容  しゃぼん玉であそぼう！ 
◇持参物 Ｍｙカップ(保護者) 

子ども用飲み物 
     材料費１００円 
◇服 装 しゃぼん玉で濡れますので 

着替えをご用意ください。 
◇お知らせ 22年度から日程を変更します。 

原則第４
．
水曜日 

10：00～11：30 

    

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 ５５５５月月月月１９１９１９１９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 5555 月月月月 8888 日日日日((((土土土土))))    10101010：：：：00000000～～～～11111111：：：：00000000    

◇対 象 初妊婦と夫 ３組 

トラックを改造した車体に、約2000冊の本を積み、巡回しています。 

◇場  所  伴南（広島信用金庫  西風新都支店 交流スペース）  

◇時  間  １０：００～１１：００ 

◇巡 回 日  ５/１３（木）・６/ ３（木）・７/１（木）・８／５（木） 

       ９/ ２（木）・１０/７（木）・１１/１１（木）・１２/２（木） 

       １/ ６（木）・２/ ３（木）・３/３（木） 

◇貸出冊数  １人２０冊まで 

◇貸出期間  約１カ月（次回の巡回日まで） 

◇お問合せ  広島市立中央図書館 事業課  

地域サービス係 ☎２２２－５５４２ 

初心者の方でも、お茶の入れ方やお作法を勉強しながら、一緒に楽しく 

お稽古をしませんか。 

 

◇日 時  毎週木曜日 １２：３０～１６：３０ 

◇会 費  １，０００円/月 

◇問合せ  山根 ☎８４８－０７６８ 

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 
ながらおしゃべりしましょう！ 
 
◇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 ヨーガと呼吸法で心も体も 

リラックス 
◇講 師 ヨーガ講師 角田 敦子さん 
◇持参物 バスタオル1枚 

子ども用飲み物 
◇定 員 ２０名 

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 ５５５５月月月月２８２８２８２８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 

★今月の絵本 
「せんろはつづく」 

              他 
◇申込み 不要 

◇日 時 平成２２年５月２０日（木）～６月２４日（木） 

毎週木曜日（全６回）１０：００～１２：００ 

◇場 所 安佐南区総合福祉センター ５階  

◇参加費 ６３０円（テキスト代として） 

◇申込み ５月１１日までに安佐南区社会福祉協議会へ 

◇問合せ 安佐南区社会福祉協議会 ☎８３１－５０１１    

毎年恒例となったオーバーナイト・トレーニングが４月１０日（土)に 

行われました。５歳から７７歳まで２８５名参加のもと、第１６回の 

大会を無事に終了しました。今年の結果は、以下のとおりです。 
    

【【【【２５２５２５２５㌔㌔㌔㌔コースコースコースコース】】】】    

Ａ組 １位 No.２４ 

若狭くん、横山くん、来迎くん、玉木くん、出雲凌くん、沖野くん 

出雲真絢さん、石本さん、吉本さん、坂本さん 

Ｂ組 １位 No.５ 

ゆうき班 藤井くん、松本くん、今津くん 
 
【【【【１０１０１０１０㌔㌔㌔㌔コースコースコースコース】】】】    

Ｃ組 １位 No.９３ 

森脇真悟さま、佐々岡さん、森脇日向くん、森脇正子さん、 

溝田響くん、溝田あゆみさん 

Ｄ組 １位 NO.６０ 

ふじいふれんど班 藤井美砂子さま、咲良さん、日菜さん、 

竹上さま、宇和川さん 

◇日 時 ５月２５日（火）１０：００～１１：３０ 

◇場 所 伴児童館 (駐車場あります） 

◇対象者 未就園児と保護者 

◇内 容 読み聞かせ、 

     釣りゲーム、ボール 

     積み木あそび 

◇持参物 子ども用飲み物 


