発行 (公財)広島市文化財団 広島市沼田公民館

２０２２年 （令 和 ４年 ）５月 １日 （日 ）発 行

沼 田 公 民 館 だよりは毎 月 第 １日 曜 日 に発 行 しています。

沼田公民館だより
〒731-3164 広島市安佐南区伴東七丁目６４番８号
沼田合同庁舎(火山館)３階・４階
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/
■6 月 4 日までの休館日 火曜日（5/3,10,17,24,31）
、5/4(みどりの日)、5/5(こどもの日)、5/6（憲法記念
日の振替休日）
■ 開 館 時 間 8： 30～ 22： 00 ■ 受 付 時 間 8： 30～ 17： 15【 木 ・ 金 は 、 8： 30～ 21:00】

※事業の申込みは５月１日（日） ８：３０からです。電話または来館にてお申し込みください。

アストラムライン 大原駅から徒歩５分
バス 大原駅バス停から徒歩５分

利用者の皆様へのお願い
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、以下のとおりご協力をお願いします。
○手洗いや手指の消毒、マスクの着用、室内の換気や人と人との距離の確保等の基本的な感染防止対策の徹底をお願いし
ます。
○発熱の症状のある方、健康や体調に不安のある方は、講座への参加やグループ活動を控えてください。
○新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、公民館主催事業を中止する場合があります。
生涯学習推進事業

■日

時

日頃、何気なくみている天気予報ですが、天気の情報の見方・

５月１８日(水) １０：００～１１：３０
※プログラムは１０：３０ごろから始まります。

聞き方を正しく知ることで、災害から身を守る力を楽しく身につけ

■対

てみませんか。

■参加費 親子１組につき５０円（当日集めます。）

■日

時

■対
■定

６月５日(日) １4：００～１５：３０(１３：３０開場)

象 ０～１歳のお子さんと保護者

■講

師 アソカ認定こども園 保育士

象 関心のある方ならどなたでも

■主

催 おかあさんの広場運営サポーター、沼田公民館

員 ８０人（申込み順）

■協

力 伴地域女性会、伴・伴東学区社会福祉協議会、

■持参物 いきいき活動ポイント手帳（お持ちの方）

伴・伴東地区民生委員・児童委員協議会

■講

師 RCC 気象キャスター・気象予報士 岸 真弓さん

■主

催 ＮＰＯ法人沼田まちづくり協議会

※参加者が多い場合は入場を制限することがあります。

■共

催 伴地区コミュニティ推進協議会、伴地域女性会

※飲み物やおもちゃは各自で持参してください。

■申込み 不要です。直接会場へお越しください。

沼田町商工会、(株)日本斎苑、沼田公民館
■申込み ５月２０日（金）までに沼田公民館へ
月齢の近いお友達と遊んだり、親子遊びなどをします。１回
水性チョーク（キットパス）を使って、児童室の窓ガラスいっぱいに梅
雨の絵を描きませんか？描いた絵は８月中旬まで展示する予定です。

５月２８日(土) １３：３０～１５：００

■日

時

■対

象 小学１年生～６年生 ８人(申込み順)
※小学１・２年生は保護者同伴

■参加費 ２００円（当日集めます。持ち帰り用キットパス１本付き）
■持参物 タオル（手拭き用）
■講

師 キットパスアート本部認定講師 CHORO さん

■申込み ５月２３日（月）までに沼田公民館へ
汚れてもよい服装でお越しください。

目は「はじめましての会～身体を使ってあそぼう～」をテー
マに実施します。

５月１６日、６月２０日、７月１１日
９月１２日、１０月１７日、１１月２１日
■時 間 いずれも月曜日 １０：００～１１：３０
■日

程

■対

象 原則、全６回出席できる２～３歳児と保護者

■定

員 ３組（申込み順）（追加募集）

■材料費 ５００円（全６回分 初回に集めます。）
■持参物 水分補給出来るもの、動きやすい服装
■講

師 保育研究家 住廣 弘恵さん

■主

催 なかよしクラブ運営サポーター、沼田公民館

■申込み ５月９日(月)までに沼田公民館へ
※詳細は公民館にあるチラシをご覧ください。
【表示について】事業名のところに右のマークがついているものは、
高齢者いきいき活動ポイント対象事業です。
※会場名が記載されていないものについては、沼田公民館で実施します。
※講座等の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。

講師の方のピアノに合わせて、身体を動かしたり、工作、音楽

５月２０日（金） １０：００～１１：３０

■日

時

■対

象 概ね６０歳以上の方

５０人（申込み順）

付き紙芝居などを楽しんでいます。下のお子様連れでも大歓
迎です。ぜひ、気軽に遊びに来てください。

■持参物 いきいき活動ポイント手帳（お持ちの方）

●日

時 ５月２３日（月）１０：００～１１：００

■講

●対

象 概ね 1 歳以上の未就園児と保護者

●定

員 １０組 (申込み順)

師 株式会社明治西日本支社 加藤 美穂さん

■申込み ５月１８日(水)までに沼田公民館へ

●持参物 上履き 、飲み物
●問合せ 沼田公民館まで
※事前の検温と保護者の方はマスクの着用をお願いします。

【中央公民館からのお知らせ】

手遊びや、うた遊びなども行っています。

オンライン初めてママの子育てプログラム

０歳の赤ちゃんも楽しめます。

５月２７日（金） １０：３０～１１：３０

■日

時

■対

象 未就園児と保護者

■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

■申込み 不要です。直接会場へお越しください。

公民館の図書コーナーの利用について
公民館の図書コーナーでは、絵本、こども向け図書や、小
説・実用書など一般向け図書を読むことができます。
利用者登録をいただければお一人５冊、２週間まで貸し出し
できますので、お気軽に公民館窓口へお申し出ください。
また、図書コーナーに読みたい本がない場合は、図書館に
リクエストもできます。公民館窓口で記入用紙をお渡しします
ので、タイトル、著者等をご記入いただき、提出してください。
（希望の書籍がない場合があります。また、雑誌や漫画のリク
エストはできません。）
広島市立図書館で借りた本の「返却ポスト」回収予定日

※なるべく、前日までに投函してください。
「返却ポスト」は、沼田公民館事務室前にあります。
このポストは、広島市立図書館（中央・各区・こども・まんが図書館、
湯来河野・あさ閲覧室）で貸し出しを受けた本の返却用です。

「赤ちゃんといっしょ♡」
●日

時 ５月２０日㈮・２７日㈮、６月３日㈮・１０日㈮の
全４回（全日程参加できる方）
１４：００～１５：００
●対 象 初めて子育てするママとおおむね 1～5 カ月の
赤ちゃん。（２０２１年 1２月～２０２２年４月下
旬生まれの赤ちゃん）先着６組
●会 場 自宅など
●内 容 初めての子育てに思うこと等
●進行役 赤ちゃんといっしょ♡サポーター
金子留里さん、山内美緒さん
●参加費 無料
●準備物 web 会議システム Zoom がダウンロード済の
PC やタブレット、スマホ等。
●申込み ①氏名 ②電話番号 ③お子さんのお名前、
性別、誕生日④Zoom 経験の有無 ⑤使用端
末を記入して、
E メール（chuo-k@cf.city.hiroshima.jp） で申し
込んでください。（件名を「赤ちゃんといっしょ参
加申し込み」としてください）
※１週間以内に中央公民館からの返信がない
場合は、お電話ください。
（TEL ０８２－２２１－５９４３）
●主 催 （公財）広島市文化財団 中央公民館

地域の子育て支援事業
園庭開放 ※予約不要
◆日 時 毎週火曜日 １１：００～１２：００
※事前の検温と保護者の方はマスクの着用を
お願いします。

リトミック、お部屋遊び ※要申込
◆日 時 ５月１２日（木）９：３０～１０：３０
◆対 象 ０，１，２歳の未就園児と保護者
※水分補給できるものをご持参ください。

みみちゃんルーム ※要申込
～こいのぼりをつくろう～
◆日 時 ５月９日(月)、１０日(火)
１０：００～１１：１５
◆対 象 ２歳児の未就園児と保護者
◆申込み 園のホームページからお申
し込みください。
※事前の検温と保護者の方はマスクの着
用をお願いします。
※水分補給のできるものをご持参ください。

この公民館だよりは、次の各新聞販売店様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。

会場
実施日
下伴集会所
５月１０日(火)
沼田公民館
５月１８日（水）
◆時 間 ９：３０～１１：００
◆持参物 母子健康手帳または健康手帳、バ
スタオル（体重測定する方のみ。
測定は着衣で行います。）
※予約が必要です。予約は実施日の１週間前
から保健センターで行います。詳しくは安佐
南区役所のホームページをご覧ください。

◇中国新聞沼田営業所

◇読売新聞 読売センター安・緑井

