
沼田地区の小中学生や、広島市立大学の
学生の絵画等の作品展です。力作ぞろいで
すので、ぜひご鑑賞ください。 
 
■期 間 １月４日（金）～１８日（金） 
■場 所 沼田合同庁舎３階 公民館ロビー 
 

 

■１２月の休館日 火曜日（４日,１１日,１８日,２５日）、２４日（月）、１２月２９日（土）～１月３日（木）年末年始休館日 

■開館時間  8：30～22:00  ■受付時間  8：30～17：15 

■日 時 １２月８日（土）１９：００～２０：３０ 
■場 所 JA伴支店３階 
■対 象 関心のある方 
■参加費 無料 
■内容等 特殊詐欺被害防止について 
       安佐南警察署 刑事官 檜垣 真さん 
           地域の犯罪事例と対策 
       沼田交番 当番係長 
■共 催 伴・伴東学区防犯組合 
■申し込み 不要です。直接会場へお越し下さい。 

１２月は沼田公民館が臨時休館になりますので、
今月は沼田公民館を会場にしての事業等は実施
いたしません。 

おやこで楽しめる手遊びなども行っています。 
 
■日 時 １月２５日（金）１０：３０～１１：３０ 
■対 象 未就園児と保護者 
■参加費 無料 
■講 師 読みかたりグループ「あのねの会」のみなさん 
■主 催 読みかたりグループ「あのねの会」、沼田公民館 
■申し込み 不要です。直接会場へお越し下さい。 

日本語を勉強している方と、 
ゲームや折り紙などをして、 
異文化交流をしませんか？ 
 
■日 時 １月２６日（土）１０：００～１３：００ 
■対 象 小学校４年生以上の子ども３０名（申し込み順） 
■参加費 ５００円（昼食代含む）当日徴収 
■持参物 水分補給のできるもの 
■主 催 沼田町子ども会連合会、沼田公民館 
■協 力 沼田日本語教室 
■申し込み １月１９日（土）までに、沼田公民館へ 

作れば、たちまちお子さんが笑顔になる可愛い
バルーンアートづくりの研修会を実施します。 
基礎から学びますので、興味のある方はぜひ 
ご参加ください。 
 
■日 時 １月１６日（水）１０：００～１１：３０ 
■対 象 オープンスペース運営スタッフ、関心のある方 
■定 員 ２０名（申し込み順） 
■参加費 １００円（当日徴収） 
■持参物 筆記用具 
■講 師 吉田 里美さん 

（バルーンアート指導者） 
■共 催 おかあさんの広場運営サポーター 
■申し込み １月９日（水）までに、沼田公民館へ 

ロビー展   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～温もりと  花の香り  ふるさと  沼田～  

２０１８年（平成３０年）１２月２ 日（日）発行  ぬまた公民館だよりは毎月第１日曜日に発行しています。 

 

 

発行／公益財団法人広島市文化財団 広島市沼田公民館  
〒731-3164  広島市安佐南区伴東七丁目 64 番 8 号 
TEL・FAX (０８２)８４８－０２４２    
Ｅ-mail numata-k@cf.city.hiroshima.jp  ホームページ http://www.cf.city.hiroshima.jp/numata-k/ 

NO.503 

※講座等のお申し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。 

スーパー 

マーケット 

お好み 
焼き屋 

沼田公民館 伴郵便局 

大原駅 

時間内出入自由のオープンスペースです。 
 
■日 時 ２月２０日(水)１０：００～１１：３０  
■参加費 親子 1組５０円（当日徴収） 
■主 催 おかあさんの広場運営サポーター、なかよしクラブ 

運営サポーター、沼田公民館 
■協 力 伴地域女性会 

伴・伴東学区社会福祉協議会 
伴・伴東学区民生委員・児童委員協議会 

■申し込み 不要です。直接会場へお越し下さい。 

去る１１月１１日（日）に行われた第４３回「沼田町ふるさと祭り」は、 
多くの皆様にご来場いただき、大盛況のうちに終了することが 
できました。 
沢山の笑顔に出会うことができたのも、関係団体皆様のご協力が 

あってのことと存じます。 
ご協力くださった皆様に、心から厚くお礼申し上げます。 
ありがとうございました。 
 

沼田町ふるさと祭り実行委員会 
 

沼田合同庁舎の落成式 
 

■日 時 平成３０年１２月２３日（日）10：00～ 

■場 所 沼田合同庁舎（愛称：火山館
ひ や ま か ん

） 

■内容（場所） ・テープカット（正面玄関入口） 

         ・寄附受領及び感謝状贈呈式 

（１階交流スペース） 

・沼田合同庁舎落成式（３階大集会室） 

 

※落成式の出席は、関係者の方のみです。 

一般の方は落成式閉式後（11：00 頃）施設見学ができますのでご参加ください。 

 

mailto:numata-k@cf.city.hiroshima.jp
http://www.cf.city.hiroshima.jp/numata-k/


沼田合同庁舎の開館は平成３１年１月４日
（金）に決定しました。それに伴い、１２月から
新たな取付道や駐車場の整備、電気関係
工事等が始まり、来館者の安全確保などの
観点から１２月１日（土）～２８日（金）までの
間は公民館、いこいの家共に臨時休館とな
ります。室の予約については、お電話及びイ
ンターネットにて承りますが、利用不可なサー
ビスは以下のとおりです。電話番号は、旧公
民館の番号（８４８－０２４２）と同じです。 
 
沼田公民館（各部屋やロビー、新聞などの 
閲覧・トイレ利用、駐車場への進入も含む）の 
利用、印刷機の利用、・窓口での問い合わ 
せ、各部屋の利用申請、奥畑グラウンドの 
鍵の受け渡し、照明カードの交付、どうぞの 
いすの利用 

想い出の着物を材料に、洋服や小物など 
作りたい物をセンス良くリメイクしませんか？ 
 

回 月日 内容 

１ ２月 ４日（月） 製図と裁断 

２ ２月１８日（月） 作成 

■時 間 いずれも１０：００～１２：００ 
■対 象 リメイク初心者 
■定 員 ８名（申し込み順） 
■講 師 杉本 律子さん 

（リサイクル教室指導者） 
■参加費 無料 
■持参物 着物（糸を解いて洗った物） 
          木綿糸６０番、ボビン、ミシン 
       （ある方）、裁縫道具一式 
       しつけ糸、作りたい物の型紙（ある方） 
■申し込み １月１９日（土）までに、沼田公民館へ 

勉強の復習・予習のやり方や、宿題の解き方などを優 
しく丁寧に元教員が教えます。子どもが持ってきた宿題 
等を教材等として使い、時間内出入自由です。 
 
■日 時 １月２１日（月）１５：３０～１６：５０ 
■場 所 沼田公民館■対 象 小学生 
■参加費 無料■持参物 宿題等、筆記用具 
■申し込み 不要です。直接会場へお越し下さい。 
 

    

この公民館だよりは、次の各新聞販売店のご厚意により新聞折り込みをしていただいております。◇中国新聞 沼田営業所◇読売新聞 読売センター安◇朝日新聞 広島西部朝日会 ＡＳＡ佐東町 

日にち 曜日 時間 講座名 テーマ・内容 対象 募集の有無等 

８日 土 19:00～20:30 防犯講習会 特殊詐欺被害防止についてなど 関心のある方 申し込み不要 

１６日 日 13:00～16:00 おくはた分校 オリジナルリース＆花飾りづくり 小学生とその保護者 なし 

※募集の有無の「なし」は申し込みが終了している事業です。「申し込み不要」は直接会場までお越し下さい。 

※８日の「防犯講習会」の実施場所は、JA伴支店３階です。１６日の「おくはた分校」の実施会場は奥畑集会所です。 

地域の子育て支援事業のお知らせ 

リトミック・あそび※要予約 

◆日時 １２月６日(木) ９：３０～１０：００ 

◆対象 ０・１歳児と保護者 

お楽しみ会 ※要予約 

◆日時 １２月１９日（水）１０：００～１１：００ 

◆対象 未就園児親子 ８組       

ぴよちゃんルーム（１歳児） ※要予約  

◆日時 １2 月 4 日(火) １０：００～１１：００ 

みみちゃんルーム（２～４歳児） ※要予約  

◆日時 １2/１3(木) １０：００～１１：００（伴東地区の方） 

１2/１4(金) １０：００～１１：００ 

（伴中央・伴北・伴西・長楽寺・高取地区の方） 

◆日時 １２月４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（兄弟・０歳児も可）と保護者 

◆持参物 着替え、飲み物 

◆主催 ともひがしくらぶ 

◆共催 伴東学区社会福祉協議会 

※会場の表記のない講座は、沼田公民館で開催となります。（表面・裏面共通） 事業の申し込み・問い合わせは１２月３日（月）８：３０から沼田公民館で受付開始です。 電話（０８２）８４８－０２４２ 

さようなら・・・ 
 

いよいよ「さようなら」の時がきました・・・ 

４３年間お世話になったあの公民館・・・ 

１１月３０日の夜、ふるさと祭りの反省会で

大集会室の壁に染みついた４３年間の形跡

を眺めていると色んなことが思い出されまし

た。ありがとう 「みんなの公民館」 

そして、平成２６年１月から今日まで、沼田

公民館のロビーに設置され、すっかり沼田公

民館の名物として定着していた「どうぞのい

す」・・・ 

さらに、公民館だよりに掲載していたこの

「井戸端ステーション」・・・ 

みーんな、みんな、さようならです。 

でも、出会いを生まない別れはない。（や

まない雨はない？） 

 

平成３１年１月４日、新たな沼田のシンボ

ル「沼田合同庁舎」（愛称：火山館
ひ や ま か ん

）が誕生

します。 

「どうぞのいす」は、その精神を引き継ぎ、

形を変えて再び帰ってくるでしょう。 

公民館だよりは、１月号から題字が変わり

ます。沼田高校美術部の生徒さんの作品が

題字となり、いよいよ地域デビューです。 

 

こうして少し寂しい思いはしますが、必ず楽

しみが待ってます。 

さあ！平成最後の年、新しい出会いに乾

杯！！ 

 

The end. 

 

 

 

■日 時 平成３１年１月６日（日）１０時スタート 
         ※積雪など等による中止は、午前７時に実施の可否を決定します

ので、開催要項に掲載されている連絡先にお問合せください。 
■会 場 広島広域公園ランニングコース 
■参加費 高校生以下５００円、一般１，０００円 

※１種目ごとに参加費が必要です。参加費には、参加賞及び傷
害保険料も含みます。大会当日、受付でお支払いください。 

■内容・スケジュール 
時間 内 容 
８：００ 受付開始（９：００まで） 
９：１５ 開会式 

１０：００ 
２㎞コース競技開始 
<小学生男女・中学生女子・一般男女> 

１０：３０ 
３㎞コース競技開始 
<中学生男女・一般女子・５０歳以上男子> 

１１：００ 
５㎞コース競技開始 
<中学生男子・高校生男子・一般男子> 

■申込み １２月１２日（水）必着。所定の申込書に 
記入し、誓約書へ署名の上、開催要項に記載 
されている施設へ提出（ＦＡＸ可）してください。 
なお、当日申込受付はありません。 

■問合せ 安佐南区スポーツセンター（地域スポーツ振興担当） 
■主 催 伴地区スポーツクラブ、広島市、公益

財団法人広島市スポーツ協会 
 

12 月 1 日（土）から 12 月 10 日（月）までの
10日間、「年末交通事故防止県民総ぐるみ
運動」が実施されます。スローガンは、「危な
いよ スマホじゃなくて 周り見て」です。 
今回の運動の重点は、 
・高齢者の交通事故防止 
・飲酒運転の根絶 
・自転車の安全利用の推進 の３点です。 

◆日時 １２月１２日（水）１０：００～１１：３０ 

◆場所 伴児童館（伴小学校 中グラウンド） 

◆対象 未就園児と保護者 

◆内容 絵本の読み聞かせ、手遊び 

◆主催 伴っ子クラブ 

※車は伴小上グラウンドに停めて下さい。 

園庭開放 ※予約不要 

◆日時 毎週火曜日

身体測定 ※予約不要 

◆日時 


