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HPは「広島市」で検索。 広島市 検索 　フェイスブック、ツイッターは、HPトップページからご覧いただけます

募集します
国際交流・協力活動の助
成対象事業を募集

対市内の団体が10月～来年3月
に行う国際交流・協力活動
名称 対象 限度額
●①国際交
流・協力
活動振興
補助金

活動実績2年
以上の団体

㋐市内15万円
㋑国外40万円
㋒姉妹・友好
都市（現地で活
動）40万円

●②国際交
流・協力
活動育成
補助金

活動実績2年
未満の団体 10万円

※㋐～㋒の重複申請不可
申事前相談の上、所定の申込書
を、7月1日㈬～31日㈮（必着）
に、平和文化センター国際交流・
協力課へ。申込書は同課（中区中
島町1-5）、同課HPで。選考あり
問同課（T242-8879、F242-7452）

夏休み中の放課後児童ク
ラブの利用申し込みを受
け付けます

　定員を超えず、同クラブの運営
に支障がない範囲で申し込みを
受け付けます。
申各児童館、同クラブへ連絡の

上、7月1日㈬～15日㈬（必着）ま
でに各施設へ。利用可能な施設、
対象要件、必要書類など、詳しく
は市HPで。選考あり
問教育委員会放課後対策課（T 

242-2014、F242-2018）

バレエプロデュース公演
参加者募集

対バレエ・ダンス歴が3年以上
の小学校4年生以上

日程 内容
9/11㈮～11/8㈰の
金・土・日曜日
（9/25㈮～10/4㈰を
除く）

公演用練習

11/13㈮、14㈯ リハーサル
11/15㈰ 本番

場JMSアステールプラザ（中区
加古町4-17）ほ　

　か

【講師】河
か わ べ

邉こずえ氏
￥2万5000円（衣装代は別）
申所定の申込書を、7月31日㈮ま
でに、同プラザへ。申込書は同プ
ラザ、各区民文化センターなど

昨
年
度
の
様
子

で。同プラザHPからもダウンロー
ド可。先着50人程度
問同プラザ（T244-8000、F246-
5808）

植物友の会会員募集

内植物公園（佐伯区倉重三丁目
495）内の観察や園芸講習会など
の例会（年6回）、講師による野
外観察会（年2回）な　

　ど。詳しくは
同園HPで
￥年会費無料（郵送案内希望者
のみ実費1,000円）
申同園（T922-3600、F923-6100）、
同園HPで
休金曜日

事業者の皆さんへ
新開発商品を見本市などに
出展する経費を助成します

対市内の中小企業者な　
　ど

【対象事業／金額】10月～来年3
月の見本市出展な　

　ど／対象経費の
2分の1以内（上限20万円）
申所定の申込書を、7月17日㈮
までに、中小企業支援センター
へ。申込書は、同センター（西区
草津新町一丁目21-35）、市HP
で。選考あり　※8月以降、交付

決定
問同センター（T278-8032、F278-
8570）

ご利用を
裁判所の民事調停

　近隣トラブルや賃貸トラブ
ル、交通事故などの解決に有効
な手段の一つとして、裁判所の
民事調停があります。特長は、1
人で簡単に手続きができる、民
事裁判と比べて早く解決ができ
る、費用が安いことなどです。詳
しくは裁判所HPで
問広島地方裁判所（T228-0430）

子育て親子向けオンライン
「おしゃべり広場」を開設し
ています

　外出自粛中、自宅で過ごすこと
などによって、たまってしまった
ストレスを、おしゃべりで発散し
ませんか。または、不安な気持ち
を吐き出しませんか。
　子どもや保護者が、ストレス
を発散したり、安心した気持ちで
過ごせる場所として、オンライン

（動画アプリ：Z
ズーム

oom）上で気軽
に交流できる「おしゃべり広場」

ユーストピア(勤労青少年ホーム)の講座

絶対に教えない！　渡さない！
●暗証番号 ●通帳 ●口座番号

●キャッシュカード ●マイナンバー
　市区町村や国などが以下を行うことは絶対にありません

　AТМ（現金自動預払機）の操作をお願いすること
　受給にあたり、手数料の振り込みを求めること
　メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

・消費者ホットライン　☎188（局番なしの3桁）　
・新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン　　　　  
　　　　　　　　　　 ☎0120-213-188（フリーダイヤル）
・お近くの警察署　・警察相談専用電話　☎♯9110

求人情報　詳しくは、募集案内で。募集案内は、申込先、市役所市民ロビー、市HPなどで
業務場所 職名 対象／職務内容／給与・報酬／採用見込な　

　ど。 は取得・卒業などの
見込みを含む。 は期末手当あり、 は交通費別途支給あり。 試験日 締切

日 申込先
原爆養護ホーム

（舟入むつみ園、
神田山やすら
ぎ園、倉掛のぞ
み園）

看護師
（正規）

昭和35年4月2日以降に生まれた人で、看護師免許を持つ人（9月末ま
での ）／入園者の看護業務な　

　ど／（例）3年制短大新卒で月額22万
5000円（学歴・経験年数により変動。別途諸手当あり）（ ）／若干名　
※10月1日採用予定（10月1日からの勤務が難しい場合は、相談の上、
採用日を決定）

7/14㈫ 7/10㈮
（必着）

原爆被爆者
援護事業団
T845-5091
F845-6934

市立保育園
（市内）

保育士
（会計年度
任用8H）

都道府県の保育士登録簿に登録している人（職務経験は問わない）
／乳幼児の保育／週5日、1日7時間45分勤務で、月額約20万5000円

（ ）（ ）／50人程度　※9月1日採用予定
7/19㈰か
7/20㈪の
いずれか

1日

7/14㈫
（必着）

保育企画課
T504-2152
F504-2255保育士

（会計年度
任用6H）

都道府県の保育士登録簿に登録している人（職務経験は問わない）
／乳幼児の保育／週5日、1日5時間45分勤務で、月額約15万2000円

（ ）（ ）／40人程度　※9月1日採用予定

平和文化セン
ター（中区）

事務職員
（正規）

昭和60年4月2日以降に生まれた人で、英検準1級相当以上の語学力が
ある人／一般事務／新規大学卒で月額約19万7000円（別途諸手当あ
り）（ ）／若干名　※10月1日採用予定

1次
8/2㈰

7/22㈬
（必着）

平和文化
センター
T241-5246
F542-7941

市民と市政に寄せられたご意見・ご感想（5月15日号より）
2面「自転車保険に加入しま
しょう」
●年を取り、近くのスーパー
に行くときにも、荷物が多け
れば自転車を使います。車は
保険に入っていますが、自転
車保険にも加入しなければと
思いました。事故をしたら大
変です（安佐北区／67歳）
●分かっている「つもり」は、
やはり「つもり」だと思いまし
た。車に乗っているときは「自
分が加害者になるかもしれな
い」と思って運転しています
が、自転車のときはその意識
が低いことにも気が付きまし
た。子どもたちに教えていく
義務があると感じています

（安佐南区／49歳）

特集面「防災特集」
●GOは響きがいい。持ち出
しGO、たちまちGO…。元気
が出る言葉です（南区／79歳）
●夏が近づくにつれ、八木の
災害や西日本豪雨を思い出し
ます。防災について今一度確
認し、非常品などのチェック
もしていきたいです（安佐北
区／43歳）
●コロナ対策ばかり気にな
りますが、これからの季節は
雨も心配です。豪雨災害への
対策・避難は大切だと再認識
しました（佐伯区／66歳）
シリーズ「ひろしまそだち
K
キ ッ チ ン

itchen／ほうれんそう」
●ほうれんそうが大好きで
すが、いつもおひたしや炒め

物といったワンパターンな料
理になってしまいます。そん
な時にグラタン料理、助かり
ます（中区／52歳）
●思いがけなく簡単なとこ
ろがいい。これからも優しい
手間なしレシピをお願いした
いです（西区／58歳）
その他
●新聞折り込みで広報紙を
入手していますが、新聞購読
をやめても見られる方法があ
ればいいと思います（佐伯／
49歳）

　ひろしま市民と市政は、市内各公共施設、バスセンター、アストラムライン本通駅、市内民間総合病
院や広島駅南口地下広場やシャレオなどの案内所、大型スーパー、広島銀行、もみじ銀行、広島信用金
庫、市内郵便局全店、市内セブンイレブン全店などで配布（※）しています。詳しくはホームページを
ご覧ください。　
　また、個別郵送も可能です。希望される人は広報課までお問い合わせください。
（※）配送の都合や、発行日が施設の休館日にあたる場合などは、発行日に配布できない
場合もあります

編集部より
ひろしま市民と市政は、市HP
で閲覧できる他、市内各所で
配布などしています。詳しく
は下記をご覧ください。

給付金の詐欺に注意！

「怪しいな？」と思ったらご相談を

を開設しました。
　15以上の広場を定期・不定期
で開いているので、日時や申込
方法など詳しくは市HPで
対おおむね3歳未満の乳幼児と
保護者
問こども・家庭支援課（T504-2623、	
F504-2727）

縦覧
都市計画の案の縦覧

日6月22日㈪～7月6日㈪（平日
のみ）
項目 地区名 縦覧場所

地区計画
の変更

西風新都梶毛
東地区＊

都市計画課、
安佐南区建築
課、佐伯区建
築課

西風新都梶毛
東工業地区＊

都市計画課、
佐伯区建築課

西風新都奥畑
地区＊ 都市計画課、

安佐南区建築
課

西風新都大塚
西三丁目4番ほ
か地区＊

区域区分
の変更 ＊の一部区域

都市計画課、
安佐南区建築
課、佐伯区建
築課

用途地域
の変更

下水道の
変更

＊の一部区域、
南区仁保二丁
目の一部

都市計画課、
南区建築課、
安佐南区建築
課、佐伯区建
築課

※市HPでも縦覧できます
【意見書の提出】6月22日㈪～7
月6日㈪（必着）に、都市計画課

（〒730-8586 住所不要）へ
問同課（T504-2268、F504-2512）

広報紙の配布場所

■ページ番号でさがす 13167市HP

対市内に在住か通勤・通学の35歳までの勤労青少年や大学生な　
　ど

申6月15日㈪の午前9時から。働いて（通学して）いること・住所・年齢を確認で
きるもの（健康保険証な　

　ど）と参加費を持って、各ユーストピアへ。先着順　※募
集開始時に定員を超える場合は抽選
問①中央	（中区八丁堀3-2 T222-2513、F222-7971）、②安佐（安佐南区大町
東三丁目25-12 T879-1512、F879-1542）、③佐伯（佐伯区新宮苑11-43 T922-
8424、F924-8870）　休①②日曜日、③水曜日
施設 講座名 曜日 期間（回数） 時間 参加料 定員

●①

夏の料理教室
-免疫U

アップ
P ＆

アンド
夏バテ防止

レシピ-
土 7/18（1） 10：00～12：00

円

800

人

12

ポーセラーツ体験 
-オリジナルグラス作り- 水 7/29（1）

19：00～21：00
15

●②

「スポーツの日」記念　アイ
シングクッキー作り 火 7/21（1） 1,000

各
10

時短家事 ＆
アンド

時短料理入門 土 7/25、8/1（2） 10：00～12：00 800

ビジネス文書入門講座 金 7/31～8/21（3） 19：00～21：00

-
防災スキルアップ講座
防災視点の収納術 土 8/8（1）

14：00～16：00

●③
SNS映

ば
えするスマホカメ

ラ術 日 7/12（1） 5

ビジネスマナー講座
印象U

アップ
P! メイクレッスン

月
金

7/31、8/3、7、17
（4） 19：00～21：00 1,000 10

※詳しくは各数字の問へ


