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市は、広島の特産品で特に優れたものを 
｢ザ･広島ブランド｣として認定しています。
毎号、認定産品を抽選でプレゼントしますザ・広島ブランド

Present!

新型コロナウイルス感染症コールセンター 電 241-4566（全日対応）

　次の人は、一般医療機関を受診せず、必ずコールセンターに相談の上、その指示に従ってください。
●　発熱や呼吸器症状のある人で、新型コロナウイルス感染者と濃厚接触歴（※）がある人
●　37.5度以上の発熱と呼吸器症状があり、発症前14日以内に新型コロナウイルス感染症の流行が
　確認されている地域に渡航または居住していた人
●　37.5度以上の発熱と呼吸器症状があり、発症前14日以内に新型コロナウイルス感染症の流行が
　確認されている地域に渡航または居住していた人と濃厚接触歴（※）がある人
　（※）濃厚接触とは、新型コロナウイルス感染症が疑われる人との同居や、長時間の接触（航空機内
　を含む）があったことなどをいいます

※医療機関の院内感染対策・消毒の相談は、医療政策課医務係（☎241-1585）へ
※その他の施設の消毒の相談は、環境衛生課環境衛生係（☎241-7408）へ

●息苦しさ、強いだるさ、
　高熱などの強い症状
●発熱、咳などの比較的軽い風邪症状
　①重症化しやすい人（※）
　感染がまん延している
　地域への行動歴がある人
　②症状が続く人
　（4日以上は必ず）

▶すぐに

▶すぐに

▶すぐに

（※）高齢者、妊婦、持病のある人、
　免疫抑制剤や抗がん剤などを服用して
　いる人、透析治療中の人

まずは電話で相談
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相談・受診の目安

　新型コロナウイルス感染症に関するさまざまな相談にお答えするため、
夜間・休日も24時間対応可能な相談窓口（コールセンター）を設置していま
す。体調不良や心配事があるときは、ご相談ください。
問健康推進課（T504-2622、フ504-2258）

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口（コールセンター）

防腐剤不使用、ノーワックスの「広島レモン」を
丸ごと搾ってサイダーにしました。1瓶に果実
1個分の果汁が入っています。商品の問い合わ
せは、同社（☎279-2472、F277-9595）へ。

広島レモンサイダー６本入り／
ＪＡ広島果実連

Q ６歳未満の子どもが車に乗る際に、
着用を義務付けられている装置は？

申はがきに、住所、氏名、年齢、電話番号、性別、応募の号、答え（5文字）、
本紙のご意見・ご感想、良かったと思うページを必ず記入し、6月30日
㈫（必着）までに、広報課（〒730-8586 住所不要）へ。ファクス

（504-2067）、市HPからも応募可。抽選8人　※当選者（市内在
住）の発表は発送をもって代えさせていただきます（7月下旬
発送予定）。個人情報は商品発送と読者層調査に利用します

○○○○○シート

同社サイトは上、
申し込みフォー
ムは下の二次元
コードから

〒730-0835 中区江波南一丁目40-1
入館料 大人100円、高校生*・シニア50円
休月曜日

江波山気象館 T231-0177
フ234-1013

①お天気音楽会
弦楽四重奏の調べ
日6月27日㈯午前10時45分～正
午、午後1時半～2時45分
内弦楽四重奏による演奏と、気
象予報士・山内雅志氏による楽
曲の季節感や情景についての解
説
申当日会場で。先着各50人程度
②お天気工作教室「マイ百葉箱
をつくろう！」
対小学校4年生～中学生　※小
学生は保護者同伴
日7月11日㈯、19日㈰の午後1
時～4時　￥3,300円
申往復はがきに必要事項（6㌻
左参照）、希望日を記入し、6月
26日㈮（必着）までに、同館へ。抽
選各9人

〒730-0011 中区基町21-1
観覧料 大人370円、高校生*・シニア180円
休なし

広島城天守閣 T221-7512
フ221-7519

●企画展「全国お城めぐり展」
日7月11日㈯～9月6日㈰
内全国各地の城（50城）を写真パ
ネルで紹介

〒731-5156 佐伯区倉重三丁目495
入園料 大人510円、高校生*・シニア170円
休金曜日

植物公園 T922-3600
フ923-6100

対⑥小学生
催し名 日時

●①夏のカラフル
リーフ展 6/24㈬～7/12㈰
●②職員による植物
うんちく
ガイド

㋐6/27㈯、
㋑7/14㈫
11：00から

●③季節の園芸
講座

7/5㈰
13：30～15：00

●④カブトムシ観察
会

7/12㈰、19㈰、
26㈰
13：30～14：30

●⑤サマーフェア 7/11㈯～8/31㈪
●⑥ジュニアプロ
ジェクト

7/12㈰
10：00～11：00、
14：00～15：00

●⑦冬虫夏草
観察会

7/12㈰
10：00～12：00

内②㋐「園内の樹木観察」、㋑「ベ
ゴニア観賞」をテーマに、職員に
よる植物の解説、③NHKの番組

「趣味の園芸」講師の同園職員に
よる講座、⑤クイズラリーな　

　ど、⑥
ボランティアガイドの指導によ
る自然遊び
申②当日会場で。先着各回50人、
③④⑦往復はがきに参加者全員
の必要事項（6㌻左参照）と④希
望日を記入し、③6月22日㈪、④
⑦6月29日㈪（いずれも必着）ま
でに、同園へ。抽選③50人、④各
日30組、⑦30人

花みどり公園 T837-1247
フ837-2938

〒731-3362 安佐北区安佐町久地2411-1
休火曜日

●食農体験教室　親子で
ブルーベリージャム作り
対小学生と保護者
日7月25日㈯、26日㈰、8月1日
㈯、2日㈰の午前10時～正午
￥1組1,000円
持エプロン、三角巾、ジャムを入
れる容器
申往復はがき（1組1枚）に参
加者全員の必要事項（6㌻左参
照）、参加希望日を記入し、7月
1日㈬（必着）までに、同園へ。抽
選各日8組

青少年野外活動センター T835-1444
フ835-1445

〒731-1171 安佐北区安佐町小河内5135
休月曜日

●夏野菜を使ったピザ作り体
験

対小学生を含む家族　※3歳未
満児は参加不可
日7月24日㈷、25日㈯、26日㈰の
午前10時～午後2時
内夏野菜の収穫とそれを用いた
ピザ作り体験
￥1人400円（材料代、保険料）
申参加者全員の必要事項（6㌻
左参照）、性別、参加希望日を記

ピ
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り
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入し、84円切手を貼り宛名を記
入した返信用封筒（長形3号）を
同封し、6月30日㈫（必着）まで
に、同センターへ。抽選各6家族
20人程度

似島臨海少年自然の家 T259-2766
フ259-2767

〒734-0017 南区似島町東大谷182
休月曜日

対小・中学生とその家族
催し名 日時

海の日
家族キャンプ

7/23㈷、24㈷の
1泊2日

内海水プール遊び、バウムクー
ヘン作り、釣り、虫捕りな　

　ど

￥1人2,200円（食事不要の幼児
は1人200円）
申郵送で、参加者全員の必要事
項（6㌻左参照）を記入した用紙
と、94円切手を貼り宛名を記入
した返信用封筒（長形3号）を同
封し、6月26日㈮（必着）までに、
同施設へ。抽選12家族

〒731-0143 安佐南区長楽寺二丁目12-2
展示室観覧料　大人510円、高校生*・シニア250円
休月曜日、7/14

ヌマジ交通ミュージアム T878-6211
フ878-3128

●ドライバーズビジョン
日6月27日㈯午前10時～正午、
午後1時半～3時半
内自動車を安全に運転するため

海
水
プ
ー
ル

の能力をゲーム感覚で調べる
●ビークルシアター「ヘリコプ
ターのおはなし」
日7月4日㈯、5日㈰の午前11
時、正午、午後2時、3時から各
15分程度
●サイエンスショー「ユウキ先
生のひかりの実験ショー」
日7月12日㈰午前11時半、午後
1時半、2時半から各20分程度

〒732-0036 東区福田町藤ケ丸10173
こんちゅう館 ￥大人510円、高校生*・シニア170円
休水曜日

ひろしま遊学の森
（森林公園）

T899-8241
フ899-8491

●こんちゅう館の催し

催し名 日時
●①ヒョウモンモ
ドキ成虫展示 6/21㈰まで

●②初夏の企画展
「南の島のホタ
ル」

6/27㈯～7/12㈰

●③みどりの中で
いきもの探検　
-雑木林の虫編-

7/12㈰
10：30～11：30

内①広島県だけに生息する絶
滅危惧種のチョウ、ヒョウモン
モドキを展示、②沖縄に生息す
るオオシママドボタルを展示、 
③ひろしまはなのわ2020のス
ポットイベントとして、園内の
雑木林で観察
申③当日館内で。先着30人
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の
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●5月15日号のクイズの答えは「Go」、応募総数は259通でした

施設のイベント
■施設名欄に記載の入館・入園料などは、中学生以下は無料。「高校生*」
は土曜日のみ無料（祝日・春・夏・冬休み期間を除く）　●「高校生*」は高
校生相当年齢の人　●シニアは65歳以上の人　※年齢の証明が必要

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についても中止となる可能性があります。詳
しくは、主催者にお問い合わせください。市HPでも確認できます。
※本紙に掲載している情報は、6月5日㈮時点のものです

　施設の利用に当たっては、「密集・密閉・密接」の3密を避けてく
ださい。また、マスクの着用や手指の消毒などの感染症の防止に
ご協力ください。
　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

申し訳ありません。
中止になりました。


