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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/
■8 月 6 日までの休館日 火曜日（7/5,12,19,26,8/2）、7/18(海の日)、8/6(平和記念日)
■ 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７月３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

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に関して、以下のとおりご理解とご協力をお願いします。
○手洗いや手指消毒、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。

「なつやすみ」の思い出づくりに、お友だちと参加しませんか。

水性チョーク（キットパス）を使って、児童室の窓ガラスに海水浴の
絵を描きませんか？描いた絵は９月中旬まで展示する予定です。

先生は、地域の人と中・高校生のお兄さん・お姉さんです。
４つのコーナーを準備しています。一緒にものづくりに挑戦しよう！ ■日 時
■日 時 ７月２５日（月） ９：００～１２：００（予定）
■対 象
※作品ができあがり次第、自由解散になります。
■コーナー・定員（申込み順になります。）
■参加費
コーナー
定員
■持参物
①竹を使った「筆立て」
１０人

７月３１日(日) １３：３０～１５：００
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
２００円（当日集めます。持ち帰り用キットパス１本付き）
タオル（手拭き用）、飲み物
※汚れてもよい服装でお越しください。

②空き瓶を使った「スノードーム」

２０人

■講

③「みつろうラップ」と曼荼羅ぬりえの「コースター」

２４人

■申込み ７月２５日（月）までに沼田公民館へ

④折り紙「金魚のつるしかざり」
１０人
■対 象 小学１年生～６年生（※小学１・２年生は保護者同伴）
■持参物 タオル、飲み物、
②蓋つき瓶(高さ１０cm×幅８cm 程度)
③布（縦横３０㎝角）
※汚れてもよい服装でお越しください。
■申込み ７月１７日（日）までに沼田公民館へ

※申込みは、１人 1 つのコーナーのみになります。
■主 催 伴っ子クラブ、ともひがしくらぶ、沼田公民館
■協 力 伝承あそびボランティア、伴地域女性会、広島市立
伴中学校、広島市立沼田高等学校、広陵高等学校

師 キットパスアート本部認定講師 CHORO さん

ゲンビ・アート・クルーズ～みつけて、こすって クリエイト
“ゲンビ”こと「広島市現代美術館」と地域をオンラインで結ん
で、身の回りにあるものをこすって模様をあつめるアート体験を
実施します。好奇心や想像力を思う存分に発揮して、笑顔を見
せる子どもの姿を見てみたいと思いませんか？
■日 時

８月３日(水) １３：３０～１５：３０

■会 場 沼田公民館（ゲンビとオンライン中継します）
■内 容 鉛筆と紙でできるアートの体験とアートブックづくり
■対 象 小学生以上 １２人(申込み順)
※兄弟姉妹の未就学児も保護者同伴で参加可。

■日

時

７月６日(水) １０：００～１１：３０

■持参物 B以上の鉛筆、色鉛筆、マスク、飲み物、動きやすい服装で
■申込み ７月２７日（水）までに沼田公民館へ

※プログラムは１０：３０ごろから始まります。
■対

象 ０～１歳のお子さんと保護者

■参加費 親子１組につき５０円（当日集めます。）
■講

師 安佐南区子育て支援センター子育て相談員

■主

催 おかあさんの広場運営サポーター、沼田公民館

■協 力 伴地域女性会、民生委員児童委員協議会(伴、伴東地区)
■申込み 不要です。直接会場へお越しください。
※参加者が多い場合は入場を制限することがあります。
※飲み物やおもちゃは各自で持参してください。

手遊びや、うた遊びなども行っています。
０歳の赤ちゃんも楽しめます。
■日 時 ７月８日（金） １０：３０～１１：３０
■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。

※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。参加費の記載のない事業については、参加費は無料です。
※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。

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。

■日 時
■対 象
■持参物
■講 師
■主 催

７月１４日（木） １０：００～１２：００

介護予防に関心のある方 ５０人(申込み順)
筆記用具、飲み物、いきいき活動ポイント手帳（お持ちの方）
日比野病院 管理栄養士 結城 直子 さん
戸山・伴・大塚地域包括支援センター、
安佐南区地域支えあい課、沼田公民館
■申込み 7 月１１日（月）までに沼田公民館へ
※測定会も行うので、動きやすい服装でお越しください。

神武天皇烽火伝説を基に創られた創作神楽「火山」について、創
作に携われた方や三城田神楽団の方から話を聞いて、地域にあ
る神楽のことを知ってみませんか。
■日 時 ７月２３日（土） １０：００～１１：３０
■対 象 どなたでも ８０人(申込み順)
■持参物 筆記用具、飲み物、いきいき活動ポイント手帳（お持ちの方）
■主 催 伴女性会、沼田公民館
■申込み 7 月２０日（水）までに沼田公民館へ
￥

今月は「絵具遊びに挑戦！！」をテーマに活動します。
■日 時 ７月１１日（月） １０：００～１１：３０（募集は終了）
■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
広島市立図書館で借りた本の「返却ポスト」回収予定日
※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。

７月１５日（金） １０：００～１１：３０

■日 時
■対 象
■持参物
■出 演
■申込み

概ね６０歳以上の方 ５０人（申込み順）
いきいき活動ポイント手帳（お持ちの方）
ハワイアンバンド「クリスタルサウンズ」
７月１３日(水)までに沼田公民館へ

ＡＭ
広島県夏の交通安全運動 ７月１１日（月）～２０日（水）
「ゆるさない ハンドル・スマホの 二刀流」
（今回の運動の重点）・歩行者の安全な通行の確保
・高齢運転者の交通事故防止ほか

【少年を育む安佐南区民の会からのお知らせ】

「はぐくみ食堂」を開催します！
だれでも参加 OK！おいしいカレーを食べに来てね！
▼日 時 ７月３０日（土）１２：００～１４：００
▼場 所 沼田公民館３階和室
▼参加費 １００円（当日集めます。）

楽しさと健康のため、一緒に参加してみませんか。
みんな優しい人ばかりで、楽しく活動しています。
●活動日 原則、毎週木曜日 １３：００～１５：００
●募集人数 ７人程度
※直接、会場にお越しください。

地域の子育て支援事業

～保育士さんがやってくるよ～
◆日 時 ７月１３日（水）１０：００～１１：３０
◆会 場 伴小学校(中グランド) 伴児童館
◆対 象 未就園児と保護者
※水分補給のできるものをご持参ください。
※車は、係の指示に従って停めてください。
※手指の消毒、検温、連絡先の記入等と、保
護者の方はマスクの着用をお願いします。
※右のコードを読み取ると
詳しいお知らせがあります。

～子育て支援相談員と楽しい遊びをしよう～
感染防止対策をしたうえで開催します。
時間内は自由に遊びに来てね
◆日 時 ８月２日（火）１０：００～１１：３０
◆会 場 伴東集会所１階ホール
◆対 象 未就園児と保護者

開催日
７月９日（土）

内容等 ※要申込
サタデー広場

※時間は、１０：００～１１：００
※対象は、未就園児と保護者３組
※水分補給や着替えなど必要な物は
各自ご用意ください。

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、園庭開放 ※要申込
◆日 時 ７月１４日（木）９：３０～１０：１５
◆対 象 ０，１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。

親子ふれあいあそび※要申込
◆日 時 ７月５日(火)１０：００～１１：００
◆対 象 ０歳児の未就園児と保護者
みみちゃんルーム ※要申込
会場
開催日
時間
～感触あそびをしよう～
下伴集会所 ７月１２日(火)
９：００
◆日 時 ７月２８日(木)、２９日(金)
～１１：００
沼田公民館 ７月２０日(水)
１０：００～１１：１５
◆対 象 ２歳児の未就園児と保護者
◆持参物 母子健康手帳または健康手帳、
※園ホームページからお申し込みください。
バスタオル（体重測定する方のみ。）
※事前の検温と保護者の方はマスクの着
※予約は実施日１週間前から行います。詳しくは
用をお願いします。
安佐南区役所のホームページをご覧ください。
※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。

◇中国新聞沼田営業所

◇読売新聞 読売センター安・緑井

