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いよいよ夏休み。小学生のみんな、遊びにおいで！ 

内  容 日 時 材料費/持参物 備 考 

①キーホルダー作り 

７７７７月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（月月月月））））    
10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000 

５００円 第１弾 

身近なお花を 

押し花にして 

みよう ②押し花絵額作り 

８８８８月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（月月月月））））    
10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000 

５００円 

自分で作っ

た押し花 

※２回とも参加 

できる方に限

ります。 

※１・２年生は 

保護者同伴で 

ご参加くださ

い。 

第２弾 

万華鏡作り 

７７７７月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（木木木木））））    
10101010：：：：00000000～～～～11111111：：：：33330000    

２００円 

はさみ 

第３弾 

サイエンスショー

と科学教室 

８８８８月月月月５５５５日日日日（（（（木木木木））））    
10101010：：：：30303030～～～～12121212：：：：00000000    

２００円 

はさみ 

※１・２年生は 

保護者同伴で 

ご参加くださ

い。 

◇対 象  小学１～６年生 各２０名（先着順）。低学年は保護者同伴。 

◇申込み ７月５日（月）から受付開始。７月２１日（水）までに沼田公民館へ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

回 日   程 内      容 

１ ７７７７月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（月月月月））））    パソコン操作の基礎 

２ ８８８８月月月月    ２２２２日日日日（（（（月月月月））））    文字入力の基礎 

３ ８８８８月月月月    ９９９９日日日日（（（（月月月月））））    文字入力の練習 

４ ８８８８月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（月月月月））））    インターネットを楽しもう 

５ ８８８８月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（月月月月））））    Ｅメールの交換 

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（8/1まで） 

・毎週火曜日 （7/6、13、20、27） 

・7/19 （海の日） 

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 ７７７７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ＩＣＴまちづくりボランティアのみなさん 

◇申込み 不要。ご自由にお越しください 

 

◇日 時 ７７７７月月月月１６１６１６１６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 「高齢者の交通安全教室」 高齢者の交通事故を少しでも 

無くし、明るく生活できますように！ 

◇講 師 広島市道路交通企画課 西山 良一さん 

◇服 装 身軽な服装でお越しください 

知って得する情報を学び、豊かで安心な暮らしの参考にしましょう！ 

◇日 時 ７７７７月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（木木木木））））１０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００ 

◇内 容 知って得するやさしい話 

～いきいき生きるための遺産相続・遺言おもしろ講座～ 

◇対 象 男女問わずどなたでも 

◇受講料 お一人 （ご夫婦一組）500円（資料代として） 

◇講 師 フィナンシャルプランナー 廣瀬 貴宣さん 

◇申込み ７月１６日（金）までに沼田公民館へ 

◇主 催 伴女性会、沼田公民館 

◎お楽しみ１ おもいっきり水あそび（大型ｼｬﾎﾞﾝ玉、水でっぽう） 

◎お楽しみ２ テーマは“てっぽう”工作コーナー 

       水でっぽう＆割りばしゴムてっぽう作り 

◎お楽しみ３ テーマは“つる”折り紙コーナー 

       連づる＆小さな小さなつる折りに挑戦     

◇日  時 ７７７７月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（金金金金））））    ９９９９：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００    

◇対  象  小学生 ５０名（保護者同伴なら弟妹もＯＫ！） 

     ※ぜひ保護者の方も参加して一緒に楽しんでください！ 

◇参加費 無料 

◇持参物 ぬれてもよい服装（着替え、タオル） 

◇申込み ７月２３日(金)までに沼田公民館へ 

◇協 力 伝承あそびボランティアのみなさん、伴女性会、伴っ子クラブ、 

     ともひがしくらぶ、沼田町子連ジュニアリーダーサークル 

◇時  間 １４１４１４１４：：：：００００００００～～～～１６１６１６１６：：：：３０３０３０３０ 

◇講  師 沼田地区ＩＣＴまちづくりボランティアのみなさん 

◇対  象 パソコン初心者 

※受講したことのある方はお申込できません。 

◇定  員 １０名（申込多数の場合は抽選） 

◇参 加 費  無料 

◇申込方法 ７７７７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７７７７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。。。。    

パソコンの操作や文字入力のできない方のための講習会です。 

◇時 間 ７月２６日（月）９９９９：：：：３０３０３０３０～～～～１３１３１３１３：：：：３０３０３０３０ 

◇内 容 食中毒のおはなし…広島市保健所職員さん  

     エコ料理教室   …安佐南区ＥＣＯクッキングクラブさん 

◇対 象 どなたでも    

◇定 員 １０名（申込み順） 

◇持参物 エプロン、ふきん２枚、三角巾、 

材料費３００円 

◇申込み ７月１６日(金)までに安佐南区生活衛生推進員事務局 

     ☎８３１－４５６３ 担当：吉本、谷宇歳川まで 

◇主 催 安佐南区生活衛生推進員事務局、沼田公民館 

家庭からの食中毒防止と、夏バテ防止 おまけに骨粗しょう症予防に 

役立つお料理教室を開きます。 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

回 日  時 内     容  

１ ７７７７月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（木木木木））））    夏場の食欲を刺激して、酢をうまく使おう 

２ ８８８８月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（木木木木））））    食中毒に注意して、会食弁当を作ろう 

◇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 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 7777 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 7777 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 7777月月月月20202020（（（（火火火火））））    

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

今月はおかあさんの広場となかよしクラブ
合同で七夕会をするよ。お友達がたくさんで
きるチャンスです！ 
 

◇日 時 ７７７７月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（水水水水））））     10:00 10:00 10:00 10:00～～～～11:3011:3011:3011:30 
◇内 容  フリータイムと七夕会 
◇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 お気軽にお越しください 

    

わかばパパ応援教室 

◇日 時 7777 月月月月 11110000 日日日日((((土土土土))))    10101010：：：：00000000～～～～11111111：：：：00000000    

◇対 象 初妊婦と夫 ３組 

子育て応援のオープンスペースです。  
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 ７７７７月月月月９９９９日日日日（（（（金金金金））））10:0010:0010:0010:00～～～～11:3011:3011:3011:30    
◇内 容 “食”のアレコレ子育て 
     支援専門員さんに聞いてみよう！ 
◇講 師 安佐南区子育て支援センター専門員 
     山本 令子さん 
◇持参物 子ども用飲み物 
◇申込み 不要 お気軽にお越しください 

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。 
申し込みは不要です。 
 
◇日 時 ７７７７月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（金金金金））））    
                     10:30 10:30 10:30 10:30～～～～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 

「ぐりとぐらのかいすいよく」 
             

◇日 時 ８月１日（日）９：３０開会 

◇場 所 沼田公民館 ２階 大集会室 

◇参加者 原則沼田在住者で、詩吟愛好者ならどなたでも 

◇参加費 詩吟発表のみ：５００円 懇親会参加：２，５００円 

◇問合せ 沼田愛吟会 事務局 中村（☎８４８－６７０２）まで 
    
    

    

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 

  

◇内 容  今年は巨大迷路もあります！お楽しみ♪ 

10:00～11:40  子どもたちによる舞台発表  

       12:30～     あそびのコーナー（忍者屋敷・工作・スーパーボールすくい等 ） 

◇主 催  伴っ子クラブ、しいのみ会保護者会・伴児童館・沼田公民館 

暑さ厳しい折りですが、水墨画をご覧になって、清々しい気持ちに 

なりませんか。ご来館をお待ちしております。 

◇期 間 ７７７７月月月月７７７７日日日日（（（（水水水水）～）～）～）～７７７７月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（水水水水））））     

◇主 催 沼田公民館登録グループ「聖墨画」「秀墨会」 

水あそび会  

◇日 時 7777月月月月13131313（（（（火火火火））））    

10101010：：：：00000000～～～～11:0011:0011:0011:00    

◇対象 未就園児親子15組 

    園児と一緒に水あそび 

    を楽しみましょう♪ 

体験入園  

◇日 時 7777月月月月28282828（（（（水水水水））））10101010：：：：00000000～～～～12:0012:0012:0012:00    

◇申込み  7月13日～20日定員になり次第締め切ります

広島平和記念資料館蔵「市民が描いた原爆の絵」３０枚とビデオ 

テープを適時映写しております。 

◇期 間 ７７７７月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（木木木木）～）～）～）～８８８８月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（金金金金））））    

◇時 間 いずれもいずれもいずれもいずれも１０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００ 

◇対 象 おおむね６０歳以上の方    

◇講 師 料理研究家 角田 節子さん  

◇定 員 １５名（申込み順） 

◇持参物 エプロン、ふきん２枚、三角巾、 

材料費１,２００円（２回分、初回に集めます） 

◇申込み ７月１０日(土)までに沼田公民館へ 

 ７月１４日（水） １９：００ ＶＳ．セレッソ大阪 

 ７月１８日（日） １９：００ ＶＳ．横浜Ｆ・マリノス 

会場：広島ビッグアーチ 

  主 催：広島市学区体育団体連合会・ 

(財)広島市スポーツ協会 

高齢期こそ栄養バランスの取れた食事を摂りましょう！ 

◇日時 ７７７７月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（土土土土））））    １０１０１０１０：：：：００００００００～～～～１４１４１４１４：：：：３０３０３０３０    

 ◇場所 伴小体育館・児童館 


