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くらしの
ガイド

記号の説明

対対象者　日日時　場会場
￥参加費な　

　ど　内内容　持持参物
申申込方法　問問い合わせ先
HP　ホームページ
■料金や申込方法の記載のない
ものは、無料、申込不要。１時間未
満の催しは、開始時間のみ記載。
休は、6月15日～7月14日までの
土・日曜日、祝・休日以外を休館日
としている場合に記載します。
■「高校生＊」は、高校生相当年齢
の人、「シニア」は65歳以上の人で
す。　※年齢の証明が必要

は高齢者いきいき活動ポイン 
ト、広域 は広域都市圏ポイントの対
象事業です。　※2つのポイントは
同時に受領できません

アカウント名 kengo.mitou

■区役所ファクス
区 ファクス 区 ファクス
中 541-3835 安佐南 877-2299
東 262-6986 安佐北 815-3906
南 252-7179 安芸 822-8069
西 232-9783 佐伯 923-5098

■電話はできるだけ各課直通ダ
イヤルのご利用を。

▲フォトコンテスト入賞作品

市役所と各区役所の代表電話
は、☎082-245-2111（共通）

施設の名称（愛称）

本紙では、次の施設を呼称や愛称
で表示しています。

施設名 呼称・愛称
アステールプ
ラザ JMSアステールプラザ

まちづくり市
民交流プラザ 合人社ひと・まちプラザ

男女共同参画
推進センター ゆいぽーと

中央庭球場 広島翔洋テニスコート
こども文化科
学館・こども
図書館

5
ファイブデイズ
-Daysこども文化科学館・

こども図書館

総合屋内プー
ル ひろしんビッグウェーブ

東区スポーツ
センター

マエダハウジング東区
スポーツセンター

交通科学館 ヌマジ交通ミュージアム
安佐南区民文
化センター・安
佐南区図書館

マエダハウジング安佐
南区民文化センター・安
佐南区図書館

●催し名・講座名　●〒住所
●氏名（ふりがな）　●年齢（児童生
徒は学年も）　●電話番号
●その他記載事項
※往復はがきの場合は返信面も明記

申し込みの際の必要事項

福祉・健康
パソコン講座

①障害者のためのパソコン基礎
講座

講座名 曜日 期間（回数） 締切
聴覚・上肢・
知的・精神
障害者対応

火 6/30～7/28（4）
（7/14を除く）

6/23
㈫

②障害者のためのパソコン活用
講座

講座名 曜日 期間（回数） 締切
視覚障害者
対応 水 7/1～29（4）

（7/15を除く）
6/24
㈬

③障害者のパソコン操作を補助
するボランティア養成講座
日7月3日、10日、17日の金曜
日。全3回

【①～③の対】①②市内に在住か
通勤・通学の障害者。介助者の同
伴は1人可、③パソコンの基本
操作ができる人

【①～③の時】午後1時～5時
【①～③の場】中区地域福祉セン
ター（中区大手町四丁目1-1）

【①～③の申】①②各締切日、③
6月26日㈮までに、情報シン
フォニー（Ｔ502-6112、Ｆ502-
6097）ヘ。先着①～③各5人

心身障害者福祉
センターの催し

広域

身体親子水泳
対小・中学生の肢体不自由児と

保護者または介助者
日7月20日～8月24日の月曜日
（祝日を除く）、午後3時～4時。
全5回
場同センター
申返信用はがきか63円を持参し
て来所か、往復はがきに必要事
項（6㌻左参照）、生年月日、障害
の状況、保護者氏名、介助者の参
加の有無と介助者氏名を記入
し、6月30日㈫（必着）までに、同
センター（〒732-0052 東区光町
二丁目1-5）へ。抽選10組（初め
ての人優先）
問同センター（Ｔ261-2333、Ｆ261-
7789）　休水曜日

就労支援を行っている福祉
事業所のオープン見学会

対一般就労を目指す障害者と支
援者
日8月4日㈫～7日㈮の午前10
時ごろ、午後1時半ごろから。各
回約1時間
内市内の就労移行支援・就労継
続支援A型・自立訓練事業所な
どの見学、作業体験な　

　ど

申所定の申込書を7月8日㈬（必
着）までに、障害自立支援課へ。
申込書は同課、市HP、各区福祉課
で。抽選各施設2～10人
問障害自立支援課（T504-2148、
F504-2256）

ヘアー＆ふれあい
ファッションショー
モデル出演者募集

　高齢者や障害者がモデルとし
て出演するファッションショー
のモデルを募集します。
対高齢者・障害者とその人をエ
スコートする家族・友人
￥5,000円（イベント当日の観覧
チケット2人分含む）
申往復はがき（1枚につき1人
まで）に必要事項（6㌻左参照）
と申し込み動機を記入し、7月
15日㈬（必着）までに、ヘアー＆
ふれあいファッションショー事
務局（〒733-0036 西区観音新町
一丁目7-61-903　江本方）へ。
抽選30人
問同事務局（TF231-1142）

障害者職業能力開発校の
委託訓練の訓練生募集

①パソコンスキルアップコース
対在職中（休職も含む）の障害者

【訓練期間】来年3月までの間で、
2カ月
場アドバンスクール広島校（中

区袋町5－28）
￥テキスト代実費
②W

ウ ェ ブ

eb制作在宅ワークコース
（eラーニング）
対ハローワークに求職登録をし
ている重度障害者な　

　ど

【訓練期間】9月7日㈪～来年3
月12日㈮の3カ月（入校月は9
月、12月）
【①②の申】所定の申込書を、①
来年1月15日㈮、②10月30日㈮
までに、障害者職業能力開発校
へ。申込書は同校（南区宇品東四
丁目1-23）で。①先着20人程度、
②選考8人
問障害者職業能力開発校（T254-
1766、F254-1716）

講座・講習会
おやこ消費者学習会

対小学校4～6年生と保護者
日8月1日㈯午前10時半～正午
場アクアホール（中区基町6-27
アクア広島センター街）
内買い物名人になるためのお話
とワークショップ
【講師】県金融広報委員会・松岡
邦
く に や す

泰氏
持電卓、筆記用具
申往復はがきに必要事項（6㌻左
参照）を記入し、7月10日㈮（必着）
までに、消費生活センター（〒730-
0011 中区基町6-27）へ。抽選15組

（30人）
問同センター（T225-3329、F221-
6282）　休火曜日

子犬の飼い方スクール

対1歳半までの子犬の飼い主
で、犬の登録をし、狂犬病予防注
射と混合ワクチンを受けさせて
いる人（犬同伴のみ）
日6月24日㈬午後1時半～3時
場中工場（中区南吉島一丁目5-1）
内子犬の基本的な飼い方（おすわ
り、トイレ、甘がみのしつけな　

　ど）の
解説と実技
申住所、氏名、電話番号、犬の鑑札
番号を6月18日㈭までに、動物管
理センター（T243-6058、F243-

6276）へ。抽選15組

お知らせ
集団検診を再開します

　市が実施する、次の集団検診
を新型コロナウイルス感染症の
感染防止対策をした上で、6月
1日㈪から再開しています。
　受診の際は、マスクの着用を
お願いします。

検診名 問い合わせ先
被爆者健康診断 原爆被害対策

部援護課
T504-2195
F504-2257被爆者がん検診

元気じゃ健診
（健康診査な　

　ど）
集団検診
予約ダイヤル
T504-2298
F504-2258
平日午前9時
～午後4時半

がん検診（胃がん、子
宮頸がん、乳がん、肺
がん、大腸がん）
結核健康診断
骨粗しょう症検診
ミニ人間ドック

犬猫の譲渡会

日6月21日㈰午前10時～午後2時
場動物管理センター（中区富士見
町11-27）　※駐車場はありません
内同センターで保護している犬
猫の新しい飼い主の募集　※猫
はいない場合もあります
問同センター（Ｔ243-6058、Ｆ243-
6276）

林業退職金共済制度の手
続きをしていますか

　同制度に加入していたが、退職
金をまだ受け取っていない人は
ご連絡を。以前、林業の仕事をし
ていた人で、同制度に加入してい
たか分からない人についても調
べることができます。詳しくはお
問い合わせを。
問林業退職金共済事業本部

（T03-6731-2889、F03-6731-
2890）

市民委員募集
対次の条件を全て満たしている人　●市内に在住の20歳以上　●市の審議会などの委員に就任している場合、
就任数が3以下　●平日昼間の会議に出席できる　●②③家庭教育向上に関する活動をしている

委員会名 職務内容 任期 応募小論文のテーマ 定員 締切日 応募先
●①スポーツ推進審議
会

スポーツの推進に関する計
画などの調査審議

10月から
2年間

市のスポーツ推進に関す
る意見・提言

男女
各1人

7/6㈪
（消印有効）

スポーツ振興課
T504-2503
F504-2066

●②公民館運営審議会 公民館の事業について検討
家庭教育の向上に資する
活動（子育て支援な　

　ど）につ
いての意見・提言

各1人
生涯学習課
T504-2495
F504-2066

●③市立図書館協議会 図書館の運営について検討
家庭教育の観点から、こ
れからの市立図書館に期
待すること

申指定のテーマで1,200字以内にまとめた小論文と、別紙に必要事項（6㌻左参照）、性別と①応募理由、②③家庭
教育に関する活動歴を記入し、締切日までに、郵送（〒730-8586 住所不要）かファクスで、応募先へ。市HPからも
応募可。書類での一次選考後、面接により決定。応募書類は返却せず、今後の施策の参考とします

テレビ広報番組
野々村真の
広島！魅力発見

中国
放送

土曜日
21：54
〜21：58

20日 広島市三滝少年自然の家を調査！
27日 正しく飼って幸せに！猫の飼い方を調査！

カープ家の
ひろしま生活

広島
テレビ

日曜日
21：54
〜21：58

21日 広島駅南口広場が生まれ変わる!
（放送時間変更 22：24〜22：30）

28日 被爆者証言ビデオ
＊放送局の番組編成の都合などにより、急きょ放送日時、内容を変更する場合があります

納期をお忘れなく
市・県民税　第1期
（納期限6月30日㈫）
●新型コロナウイルス感染症の
影響により納付が困
難な場合の徴収猶予
制度は、市HPか右
の二次元コードから

催しなどに関する
お知らせ

　新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止を図るため、
今後、本紙掲載の催しなどが
中止となる可能性があります。
詳しい開催状況は、各催しな
どの主催者にお問い合わせく
ださい。市HPにも掲載してい
ます。
※掲載している情報は、6月5
日㈮時点のものです

　なお、咳や発熱など体調不
良の人、過去2週間以内に発
熱や感冒症状で受診や服薬な
どをした人、過去2週間以内
に感染が拡大している地域や
国への訪問歴がある人は参加
しないでください。持病のあ
る人や妊婦など、健康や体調
に不安のある人は、参加を控
えてください。

▲臨時休館情報 ▲イベント中止情報

市民意見募集
計画案 内容 閲覧場所

原爆ドームおよび平和
記念公園周辺の眺望景
観における南北軸線上
の眺望景観の目指すべ
き姿を実現するための
具体的方策について

（答申（素案））

原爆ドームと平和記念公園周辺の景観
のうち、南北軸線上の景観を、平和都市
広島を象徴し、次世代に引き継ぐべき
大切なものとして、目指すべき姿にする
ために、導入を予定している高さ制限な
ど、具体的な取り組みをまとめたもの

都市計画課、
公文書館、各
区建築課、市
HP

申郵送かファクス、持参で、7月14日㈫（必着）までに、都市計画課（〒730-8586 
中区国泰寺町一丁目6-34 Ｔ504-2277、Ｆ504-2512）へ。市HPからも応募可


