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ふ るさとの香り 	 沼 田

町	 

休館日の案内（3/3まで）	 

・毎週火曜日 （2/5・12・19・26） 
・2/11      （建国記念日）  
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	 

	 発行／(財)広島市未来都市創造財団	 広島市沼田公民館	 	 〒731－3161広島市安佐南区沼田町伴５６９７	 	 	 

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

	 

※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。	 

	 
	 

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	 ２月２４日（日）１３：３０～１６：３０	 

◇内	 容	 	 包丁を含む刃物の研ぎ方・使い方、	 

	 	 	 	 	 子ども木工作（かわいいふくろう、山鳥など）	 

◇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	 

◇日	 時	 ２月１５日（金）	 １０：００～１１：３０	 

◇内	 容	 講演	 『人生を歩むなかで	 得たものとは』	 

◇講	 師	 品窮寺僧侶	 渡辺	 新一	 さん	 

◇対	 象	 	 おおむね６０歳以上	 
◇その他	 寒いのでひざかけなどを用意してください。	 

◇日	 時	 ２月１４日（木）・２８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	 ２月２１日（木）１３：３０～１５：３０	 

◇参加費	 １００円	 

◇申込み	 不要	 お気軽にお越しください	 
◇主	 催	 リサイクル村、沼田公民館	 

沼田高校さわやか	 

	 ハイスクールロビー展	 

◇期	 間	 ２月１８日（月）～	 	 
	 	 	 	 	 ２月２５日（月）	 
	 	 	 	 	 ※最終日は１６：００まで	 

	 

	 

	 

３月に行う「キッズ王国」で地域の子どもたちと一緒に工作等を	 

してくださるボランティアさんを募集しています。	 

子どもたちと一緒に童心に戻ってあそびを楽しみませんか？	 
	 
◇日	 時（事前会議）２月１８日（月）１４：００～１５：３０	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ※本番の内容の決定と担当決め、試作などの予定	 

（王国本番）３月２９日（金）９：００～１２：００	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ※スタッフは８：３０から準備があります	 

◇対	 象	 中学生以上であればどなたでも	 

◇協	 力	 伴地域女性会、伴っ子クラブ、	 

ともひがしくらぶ	 

伝承遊びボランティア	 
◇主	 催し沼田公民館	 

年金受給者のみなさん、インターネットを通して確定申告書（書面提

出）の作り方を学びませんか？	 ※注意	 e-taxではありません。	 
	 
◇日	 時	 ２月２２日（金）１３：３０～１５：００	 

◇対	 象	 年金受給者で、インターネットが利用できる方	 	 	 	 	 	 

◇定	 員	 １０名	 ※申込多数の場合は抽選	 

◇講	 師	 広島市ＩＣＴまちづくりボランティアのみなさん	 

◇持参物	 ＵＳＢフラッシュメモリー	 ※ご自分のパソコン持込み可能	 

◇申込み	 ２月１３日（水）１５時までに、電話か窓口で	 

	 	 	 	 	 お申し込みください。	 

	 	 	 	 	 ※当選結果は、２月１３日（水）の１７時以降に	 

	 	 	 	 	 電話かＦＡＸで連絡します。	 

	 

ひろしま菓子博２０１３	 	 

	 	 	 	 	 公民館巡廻ＰＲ展	 

◇期	 間	 ２月１３日（水）～	 

	 	 	 	 	 ２月２１日（木）	 

	 

	 

	 

沼田公民館１階ロビー	 

	 

	 

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	 ２月２・９・１６・２３日	 毎週土曜日	 

	 	 	 	 	 １４：００～１５：３０	 

◇対	 象	 	 だれでも参加できます	 

◇申込み	 途中からの参加も大歓迎。	 

沼田公民館へお問合せください。	 

	 

	 

	 

沼田公民館を日頃よりご利用いただいている	 

全グループを対象にした「グループ代表者	 

会議」を行ないます。	 

必ず代表者か代理の方が出席されるようにお願いします。	 

	 

◇日	 時	 ３月２日（土）９：００～	 

◇場	 所	 沼田公民館	 ２階大集会室	 

	 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

伴：わかばパパ教室	 
	 
◇日	 時	 2 月 23 日（土）	 
	 	 	 	 	 	 10：00～11：00	 
◇対	 象	 はじめてパパになる人	 
	 	 	 	 	 	 ２名（要予約）	 

◇日 時 ２月２０日（水）	 10:00～11：30	 
◇内 容 ママぽっけさんとふれあい遊び 
◇持参物 保護者用マイカップ 
       子ども用飲み物 
       参加費５０円 

沼田保育園 （848-3596）       伴保育園 （848-4925） 

◇日 時 ２月２７日（水） 
	 	 	 	 	 10：00～11：30	 
◇内 容 うたとリズムあそび 

◇日	 時	 ２月２２日（金）	 
	 	 	 	 	 	 10:30～11:00	 
◇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「ちょうちょ	 はやくこないかな」	 

伴：わかばママ教室	 
	 
◇日	 時	 2 月 13 日（水）	 
	 	 	 	 	 10：00～11：00	 	 
◇対	 象	 はじめてママになる人	 
	 	 	 	 	 	 ２名（要予約）	 

 
伴：大きくなったね	 
	 
◇日	 時	 2 月 19 日(火)	 	 
	 	 	 	 	 10：00～10：30	 
◇内	 容	 身体測定	 
◇申込み	 不要	 
◇その他	 簡単おもちゃ作り	 
	 	 	 	 	 10：30～11：30	 
	 	 	 	 （申込不要）	 

◇日	 時	 ２月２１日（木）	 
	 	 	 	 	 	 10:00～11:30	 
◇持参物	 子ども用飲み物、参加費１００円	 
◇申込み	 不要	 
◇主	 催	 保育士グループtwinkle、沼田公民館	 

沼田：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） 

◇日 時  ２月１２日（火）10：00～11：30 

◇場 所  伴東集会所 １階大ホール 

◇対 象  未就園児（0 歳からＯＫ！）と保護者 

◇持ち物  飲みもの、必要ならば着替えも… 

        １家族につき１００円お願いします。 

◇主 催   ともひがしくらぶ 
◇共 催   伴東学区社会福祉協議会	 

◇日 時  ２月２６日（火）10：00～11：30 

◇場 所  伴児童館 （駐車場あります） 

◇対 象  未就園児と保護者 

◇内 容  大塚ムーミンさんが来られます。 

        楽しみに来てください。 
◇持参物  お子さんの飲み物	 

１月６日(日)９時より、伴地区スポーツクラブ主催による第３２回西風	 
新都新春ロードレース大会が開催されました。過去最多の４６４名が挑み	 
ました。日ごろの練習成果を大いに発揮できたものと思います。（敬称略）	 

【２㎞コース	 1位】	 
小学生男子：上講	 洸	 
小学生女子：高原	 実季	 
中学生女子：大西	 響	 
一般男子	 ：佐々木	 典光	 
一般女子	 ：吉野	 里恵	 

【３㎞コース	 1位】	 
中学生男子：愼	 	 颯人	 
中学生女子：谷本	 真梨奈	 
一般女子	 ：葭川	 日奈子	 
50 歳以上男子：砂本	 義文	 

１月１２日（土）、	 沼田老人いこいの家で行われた「沼田新春囲碁大会」

の結果です。入賞の方々おめでとうございます。	 

参加者の方々のご協力に感謝いたします。	 	 	 	 

★Ａゾーン	 	 	 	 	 	 ★Ｂゾーン	 （敬称略）	 

	 １位	 伊藤	 	 一登	 	 	 １位	 土岡	 正和	 

	 ２位	 藤井	 福寿	 	 	 ２位	 高松	 義信	 

	 ３位	 藤井	 総一郎	 	 ３位	 小林	 	 淳一	 

◇対  象 市内在住の人が過半数を占める団体が、4 月～翌年3 月に実施する活動 

◇助成分野／助成額 

①団体育成部門（設立後3 年未満）／1 件5 万円以内。 

②まちづくり活動発展助成部門／1 件50 万円以内。 

③まちづくり施設整備助成分野／1 件250 万円以内。 

◇応 募 説 明 会 2 月6 日(水)18：30～19：30、まちづくり市民交流プラザ 

◇申込方法 所定の申請書を、2 月 28 日（木）17 時までに（当日必着）、（財）広島市

未来都市創造財団ひと・まちネットワーク部管理課へ。月曜日から

金曜日までの 8：30～17：00 までに（祝日を除く。）上記提出先へ持

参または郵送してください。郵送は、2月28日（木）午後5時までに

上記提出先に到着したものに限り受け付けます。消印有効ではあ

りません。申請書は、(財)広島市未来都市創造財団ひと・まちネッ

トワーク部管理課、公民館、まちづくり市民交流プラザ、市役所市

民ロビー、区役所、市内の広島銀行本・支店で。①は書類選考。②

③は書類選考後、公開審査会での企画発表で選考・決定します。 

        ◇問合せ先 (財)広島市未来都市創造財団ひと・まちネットワーク部管理課 

                （広島市中区袋町6 番36 号 ☎ ５４１－５３３５） 

 

一緒に楽しく・楽しく踊りませんか！	 

軽快なリズムとステップで、いつの間にか	 

足腰の鍛錬に！見学も大歓迎！	 

◇日	 時	 毎週土曜日	 １３：００～１６：００	 

◇会	 費	 月１，０００円	 
◇問合せ	 三船	 	 
	 	 	 	 	 ☎０９０－１１８４－７７５１	 	 

お父さん、お母さんの首肩腰をほぐしたりお子さ

んと身体を動かしたり、マッサージしたり、親子

で一緒のポーズをしたり、最後はリラックス～♪	 

いろんなハプニングもありますが、それも含めて

親子ヨガ。気軽に参加してください♪	 

◇日	 時	 ２月２３日（土）１０：００～１２：００	 

◇内	 容	 親子ヨガと親子ふれあいあそび	 

◇対	 象	 お父さんと子ども（赤ちゃん～小学生まで）２０組	 

	 	 	 	 	 ※お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、家族みんなでご参加ください。	 

◇講	 師	 親子ヨガインストラクター	 鉄増	 千夏さん	 

◇参加費	 無料	 

◇申込み	 ２月１８日（月）までに沼田公民館へ	 

伴東小学校の余裕教室を利用して活動している 

「コミュニティ・ランド」の子ども達が一年の成果を披露 

する発表会です。たくさんの人に見ていただきたいの 
で、どうぞお越しください。 

◇日 時  2 月 24 日（日）10：00～12：00 （開場 ９時） 

◇場 所  沼田公民館 大集会室 
◇主 催  ともひがしくらぶ 

【５㎞コース	 1位】	 
中学生男子：岡原	 仁志	 
高校生男子：大沼	 優	 
一般男子	 ：村上	 努	 

【団体の部	 １位】	 
男子の部：大塚ソフトボール同好会	 
女子の部：三和中学校Ａ	 


