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回 日  時 内     容  

１ ９月２０日（木） 秋の風情を食卓に 

２ １０月１８日（木） 楽しく会食 

ふるさとの香り 沼田町 

 発行 

 (財)広島市未来都市創造財団 広島市沼田公民館   

 〒731－3161 広島市安佐单区沼田町伴５６９７ 

 TEL・FAX（０８２）８４８－０２４２     ［ホームページ］http://www.cf.city.hiroshima.jp/numata-k/    

 

休館日の案内（10/7まで） 

・毎週火曜日 （9/4、11、18、25、10/2） 
・敬老の日  （9/17） 

  ・秋分の日  （9/22） 

開館時間  8時30分～22時 

受付時間  8時30分～17時15分 

木・金曜のみ   8時30分～21時 

  講座のお申込・お問合せは沼田公民館まで ℡・Fax８４８－０２４２ 

※会場の表記のない講座等については、沼田公民館での開催となります。（表面・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。 

 

 

◆申込期間  ９月２日（日）～ ９月１９日（水）※期限厳守 

◆申 込 み  沼田公民館に設置している申込書に記入の上、協賛金 

（演芸の部・作品展示の部のみ）を添えて沼田公民館に提出

してください。 
        ※火曜日は休館日です。木・金曜日は２１：３０までの受付、 

 それ以外の曜日は１７：１５までの受付となります。 
         ※詳細は、前月号の沼田公民館だよりに掲載しています。 

子どもから大人まで、誰でも参加できます。 

初心者から経験者まで、大歓迎です。楽しみながら学べます。 

ぜひ遊びに来てください。 

◇日 時 ９月１日（土）・１５日（土）・２９（土）  
     １４：００～１５：３０ 

◇対 象  だれでも参加できます 

◇参加費 無料 

◇申込み 途中からの参加も大歓迎。沼田公民館へ問合せください。 

 

 
◇日 時 ９月２１日（金）１０：００～１１：３０ 

◇対 象 おおむね６０歳以上の方 

◇内 容 マンドリンの音楽演奏＆地域包括支援センター介護・運動 

◇申込み 不要 

◇日 時 ９月１３日（木）、２７日（木） ９：００～１２：００ 

◇内 容 沼田地区ＩＣＴまちづくりボランティアの方が 

質問にお答えします（※パソコンの持込みも可能） 

◇申込み 不要。ご自由にお越しください。 

 

◇日 時 ９月２４日（月）１３：３０～１５：３０ 
◇内 容 ＥＭ密封容器で生ごみリサイクル 
◇指 導 リサイクル村 代表 光井 信子さん 
◇対 象 エコライフに興味のある方 各２０名 
◇申込み 不要  
◇主 催 広島市環境局、沼田公民館 

 

EMを活用して生ゴミリサイクル。これで堆肥を作り、 
エコで安全・新鮮で美味しい「野菜づくり」を楽しみませんか？ 

◇時 間 いずれも１０：００～１２：００ 

◇対 象 おおむね６０歳以上の方 

◇定 員 １５名（先着順） 

◇講 師 料理研究家 角田 節子さん  

◇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 ９月１４日(金)までに沼田公民館へ 

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 ９月２３日（日）１３：３０～１６：３０ 

◇内 容  包丁を含む刃物の研ぎ方・使い方、作品作り 

◇対 象  関心のある人ならどなたでも 

◇協 力 伝承遊びボランティアのみなさん 

★ 囲碁の魅力 ★ 
医学的に右脳を刺激し、「判断力」を高め、「ストレス」解消にも効果

があります。また、他者との関わりを実感でき、年代を超えたコミュ

ニケーションにも役立ち、将来必ず活きてくるはずです。 

園児たちの描いたかわいい絵を見に来てください 
 
◇期 間 ９月１０日（月）まで展示中 

◇場 所 沼田公民館 １階ロビー 

滞空時間世界一の紙ヒコーキ「空の王様 スカイキング」を作って、 

羽ばたかせよう！ 上位３名には賞状、全員に参加賞があるよ。 

◇日 時 ９月１６日（日）１０：００～１１:３０ 
◇対 象  小学４～６年生 先着２５名 
◇持参物 いらなくなったプリント４枚以上（紙ヒコーキ２機作れるよ） 
◇申込み ９月１５日（土）までに沼田公民館へ 
◇共催 沼田郵便局 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わかばママ・パパ応援教室  
◇日 時 オール日程です。 

        いつでも保育園に来て下さい。 
◇対 象 初妊婦とその夫 

（妊娠6～8ヶ月の方） 

わかばママ教室  

◇日 時 9月12日（水） 10：00～11：00 
◇対 象 はじめてママになる人２名 (要予約) 

サタデー広場  

◇日 時 9月8日(土)  10：00～11：30 

◇対 象未就園児親子 予約制3組 

おおきくなったね ： 身体測定  

◇日  時 9月18日（火）  10：00～10:30 
◇申込み 不要 ※測定後12時まで保育園で遊べますよ。 

わかばパパ教室  

◇日 時 9月15日（土） 10：00～11：00 
◇対 象 はじめてパパになる人２名 (要予約) 

848-4925  848-3596 

 

 
 

 
この広報は、次の各新聞販売店のご厚意により新聞折り込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 １０月７日（日） 受付８：００～８：４５ 開会式 ９：００～ ※雨天中止（尐雨決行）  
◇内 容 ★３㎞コース・５㎞コース ★ノルディックウォーキング体験コース（要予約 先着３０人） 
     ★広島ビッグアーチふれあい感謝祭と同時開催 ★講師による「効果的な歩き方」ミニ講習 
◇場 所 広島ビッグアーチ  
◇参加費 １００円（保険料含む）      
◇対 象 どなたでも 定員２００名 ※医師から運動を制限されている人を除く ※団体申込可  

      ノルディックウォーキングをされる方も参加可能です。（ポールはノルディック専用に限る） 

◇持参物 水分補給できるもの、タオル、帽子等 
◇申込み 実行委員会事務局（安佐单保健センター健康長寿課） 
     ☎831-4942  FAX 870-2255  e-mail am-kenko@city.hiroshima.jp  
     ※FAX・e-mailで申込まれる方は、必ず申込者の名前と連絡先・人数をご記入下さい。 
 

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

◇活動日  毎週木曜日 １３：００～１６：００ 
◇場  所  沼田公民館 
◇会 費  ５００円/月 ※年に変動あり 
◇問合せ  宮田フサコ  ☎８４８－２７７３ 

子育て中のお母さんのためのフリースペースで
す。保育士さんによる育児相談もあります。ママ
友とのおしゃべりの場や、ちょっとした息抜きの
場にしてください。 

◇日 時 ９月２０日（木）10:00～11:30 
◇参加費 １００円（お茶、お菓子代） 
◇申込み 不要 
◇持参物 子ども用飲み物 
◇主 催 保育士グループtwinkle、沼田公民館 

読みかたりグループ「あのねの会」 

オススメ絵本の読みきかせの会です。 

◇日 時 ９月２８日（金） 
     10:30～11:30 
◇内 容 絵本の読み聞かせ など 

     今月の絵本「○○○」 

◇申込み 不要 

子育て応援のオープンスペースです。 
 
◇日 時 ９月２６日（水） 
     10:00～12:00 
◇内 容 みたらし団子を作ろう！ 

◇定 員 １５名（先着順） 
◇持参物 参加費100円、保護者用Ｍｙカップ、 
     お子様の飲み物 
◇申込み ９月２１日（金）までに 

沼田公民館へ  

 

子育て応援のオープンスペースです。 

◇日 時 ９月１９日（水） 
     10:00～11:30 
◇内 容 わらべうたであそぼう！ 

◇持参物 Myカップ（保護者用） 

子ども用飲み物、 

参加費５０円 

【主催】 第９回 安佐单区健康ウォーキング大会実行委員会 
【共催】伴学区・伴東学区・大塚伴单学区 社会福祉協議会、 
  伴地区スポーツクラブ、公益財団法人広島市スポーツ協会、 
 沼田・西風ウォーキングクラブ、安佐单ノルディックウォーキ 
 ングクラブ、沼田公民館 
【後援】沼田自動車学校【協力】沼田町商工会 

◇日 時 １０月２１日（日）10:00～14:00 
◇場 所 広島どんぐり作業所・どんぐり学園 
◇申込み 10月5日（金）までに下記へ 
     社会福祉法人 希望の丘 ☎848-1036 

＜今が断然お買い得です＞ 

 第1期前売入場券は９月３０日まで! 

  (普通入場券料金) 

    第1期前売入場券 当日券 

大人 1,500円 2,000円 

シニア 1,200円 1,600円 

高校生 1,000円 1,400円 

小中学生 600円 800円 

 ☆主要旅行会社、コンビニなどで好評販売中です。 
※詳しくは、ホームページをご覧ください。 
URL: http://www.kashihaku2013.jp/ 

「いそいでも かならずかくにん みぎひだり」  

◎自転車を運転するみなさん 
 ・自転車は車両です 
 ・１３歳未満の子どもや高齢者などを除き、標識で指定された場所以外は、 
  自転車は車道通行が原則です。歩道を走れる場合にも、歩行者優先を 
  心がけましょう。 
 ・夜間の無灯火は大変危険です。必ずライトをつけて乗りましょう。 
 ・１３歳未満の子どもを自転車に乗車させるときは、自転車用ヘルメット 
  をかぶらせましょう。 

安の目薬 
コース 

 

日時：１１月１７日（土）９：３０～１２：００ 

集合：安公民館 

内容：安の目薬にちなんだ場所を巡る 

◇対 象 どなたでも 先着３０人（小学生以下は保護者同伴）      
◇持参物 飲み物、健康保険証、動きやすい服装。               
◇その他 雨天の場合は安公民館で座学となります。 
◇申 込 ９月１日（土）９：００～ 安公民館 ☎872－4495 
◇主 催 安佐单区内公民館 、 安佐单区役所 地域起こし推進課 

身近なまちの自然や歴史を感じながら「あさみなみ散策マップ」を片手に、 

ボランティアガイドさんの案内で歩いてみませんか。 

期間：９月２１日～３０日 

子育てサークル応援グループＭａＭａ 

ぽっけの出入り自由のサロンです。 

◇日 時 １０月３日（水） 
      10:00～12:00  
     （時間内出入り自由） 
※詳細は、9月2日以降に配布される 

 チラシをご覧ください。 

http://www.kashihaku2013.jp/

