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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、10月１日～10月31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

■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。
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、一部施設を呼称や愛称
で表示しています。
今年度、命名権による呼称が開始・
変更となった施設は、以下のとおり
です。

施設名 呼称・愛称
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

中区スポーツ
センター

コジマホールディングス
中区スポーツセンター

西区民文化セ
ンター・西区
図書館

コジマホールディングス
西区民文化センター・西
区図書館

安佐北区ス
ポーツセン
ター

大和興産安佐北区ス
ポーツセンター

中筋バスター
ミナル

大和興産中筋バスター
ミナル

大町バスター
ミナル

大和興産大町バスター
ミナル

●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

▲フォトコンテスト
　入賞作品

アカウント名 
cherrymaple626

福祉・健康
こころの健康よろず相談

　子どもからお年寄りまで、心の
悩みを、専用電話で、精神科専門
医に話してみませんか。
日10月25日㈰午前10時～午後3
時半

【相談専用電話】T228-7681
問精神保健福祉センター（T245-
7731、F245-9674）

障害者のための地域生活
支援拠点(中区・佐伯区)を
整備しました

　障害者の重度・高齢化や「親亡
き後」を見据え、10月1日㈭か
ら、中区と佐伯区の障害者基幹
相談支援センター内に、支援拠
点を整備しました。同区に在住
の障害者などを緊急時に受け入
れるなど、障害者の生活を地域
全体で支えるサービスを提供し
ます。利用には登録が必要です。
問同センター

区 電話 ファクス
中 298-5575 545-8801

佐伯 924-0028 943-8874

サポートファイル研修会

　障害のある子どもの成育歴や
ケア方法を記録・整理するファ
イルの活用法などを学びます。
対発達障害、知的障害など支援
が必要な人（①②は未就学児）の
保護者

日程 場所
●①10/21㈬ 北部こども療育センター（安

佐北区可部南五丁目8-70）

●②10/29㈭
西部こども療育センター
（佐伯区海老山南二丁目
2-18）

●③11/12㈭ 中区地域福祉センター
（中区大手町四丁目1-1）

●④11/18㈬ 西区地域福祉センター
（西区福島町二丁目24-1）

●⑤12/11㈮ 東区地域福祉センター
（東区東蟹屋町9-34）

●⑥2/24㈬ 安佐南区地域福祉センター
（安佐南区中須一丁目38-13）

【時間】①②午後0時半～2時、
③～⑥午前10時～正午
申所定の申込書を、市手をつな
ぐ育成会へ。申込書は、同会（西
区打越町17-27）、市HPで。先着
①40人、②30人、③～⑥各50人
問同会（Ｔ537-1772、Ｆ537-1778）

義肢装着者・車いすの
人などの生活行動訓練

対市内に在住か通勤・通所・通学
で、身体障害者手帳を持つ肢体
障害者
日11月1日㈰午前9時～午後5
時ごろ
内下

しもかまがり

蒲刈観光（松
しょうとうえん

濤園・蘭
らんとうかく

島閣美
術館）、三宅本店などに行き、歩
行、車の乗り降りなどの訓練を
行う
￥2,500円
申所定の申込書を、10月22日㈭

（必着）までに、市身体障害者福
祉団体連合会へ。申込書は同会
（南区松原町5-1）、区福祉課
で。先着20人
問同会（T263-4524、F263-9713）

視覚障害者のためのスマー
トフォンなどの体験講習会

対市内に在住の視覚障害者。介
助者の同伴は1人可
日10月18日㈰、11月3日㈷、23日
㈷の午前10時～正午、午後1時
～3時
場心身障害者福祉センター（東
区光町二丁目1-5）
申各開催日の一週間前までに、市�
視覚障害者福祉協会（T264-4966、�
F567-4977）へ。先着各回2人（1人
2回まで）

認知症高齢者介護セミ
ナー

日10月29日㈭、11月4日㈬、12日
㈭の午後1時半～3時半。全3
回
場東区総合福祉センター（東区
東蟹屋町9-34）
内認知症の診断と治療、介護体
験の話な　

　ど

【講師】安佐市民病院脳神経内科
主任部長・山下拓

ひ ろ し

史氏ほ　
　か

申はがきかファクスに、必要
事項（4㌻左参照）を記入し、10

月15日㈭（必着）までに、認知
症の人と家族の会広島県支部

（〒734-0007 南区皆実町一丁目
6-29）へ。先着50人
問同支部（T254-2740、F256-5009）

若年性認知症個別相談会

日10月17日㈯午前10時～午後0
時15分　場中区地域福祉セン
ター（中区大手町四丁目1-1）
内認知症地域支援推進員などに
よる若年性認知症に関する相談
申10月15日㈭までに、地域包括
ケア推進課（T504-2648、F504-
2136）へ

障害者職業能力開発校の
訓練生募集

教室名 対象者 定員
●①C

キャド
AD技術科 18歳以上の知

的障害以外の
障害の人

人

15
●②情報システム科 各

10●③W
ウ ェ ブ

ebデザイン科

●④OA事務科 18歳以上の身体
障害・難病の人 17

●⑤音声パソコン
コース（OA事務科）

15歳以上の視覚
障害の人 3

●⑥事務実務科 15歳以上の精神
障害などの人 10

●⑦総合実務科 15歳以上の知
的障害の人 30

●⑧チャレンジ
コース

（総合実務科）
15歳以上の発
達障害の人 5

【訓練期間】①～③2年、④～⑦1
年、⑧6カ月　※申し込み方法、
試験日などはお問い合わせを
問い合せ先 電話 ファクス

同校 254-1766 254-1716
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

広島 223-8609 223-5122
広島東 264-8609 264-1355
可部 815-8609 814-6222
廿日市 0829-32-8609 0829-32-3350

講座・講習会
創業ワンコインセミナー
「起業に踏み出す第一歩！」

対創業予定か、創業間もない人
日11月10日㈫午後7時～9時
場合人社ひと・まちプラザ（中区
袋町6-36）
内創業に必要な知識を学ぶ
【講師】創研代表取締役・西原裕

ゆたか

氏
￥500円
申所定の申込書を中小企業支援
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
役所市民ロビー、商業振興課、区
役所などで。同センターHPからも
申込可。先着25人
問同センター（T278-8032、F278-
8570）

君も漫画家！
中高生漫画イラスト講座

対中学生～高校生*
日11月3日㈷午前10時～正午
場合人社ひと・まちプラザ（中区
袋町6-36）
内プロの漫画家から漫画の描き
方を学ぶ
【講師】南

みなみ

一
い っ ぺ い

平氏
申10月1日㈭午前10時から、来館
か電話、ファクスでまんが図書館
（南区比治山公園1-4）へ。先着
15人
問同館（T261-0330、F262-5406）
休月曜日

離職中の看護職員のため
の再就職支援セミナー

対保健師・助産師・看護師・准看
護師の有資格者で未就業者（子
ども同伴可。託児あり）
日10月9日㈮午後1時半～3時
半　場市総合福祉センター（南
区松原町5-1）
内履歴書作成方法、面接対策、就
業相談な　

　ど

【講師】1級キャリアコンサルタ
ント技能士・増野洋

よ う こ

子氏
申託児希望は、電話で、10月2日
㈮までに、県看護協会へ
問同会（Ｔ293-9786、Ｆ295-6749）

農林水産振興センター
の講習会

①干し柿作り講習会　
対市内に在住か通勤の人
日10月17日㈯午前10時～正午
場三田市民農園（安佐北区白木
町三田）　内同園で収穫した柿
を使用。持ち帰りあり
￥500円／人
②おいしいシュンギクの食農体
験
対市内に在住か通勤の18歳以上

（高校生は除く）
日10月23日㈮、12月18日㈮の午
前10時～午後2時。全2回
場農業振興センター（安佐北区
深川八丁目30-12）
内シュンギクの畑作りから食べ
るところまでの体験
￥1,600円（2回分、昼食代）／人

【①②の申】往復はがき（1枚に
2人まで）に、参加者全員の必
要事項（4㌻左参照）を記入し、
10月9日㈮（必着）までに農林
水産振興センター農林振興課

（〒739-1751 安佐北区深川八丁
目30-12）へ。抽選①6人、②12人
問同課（T845-4347、F845-4350）

地域の福祉や災害時の支援に役立っています。10月１日㈭から始まります。ぜひご協力を！� 問市共同募金委員会（Ｔ264-6400、Ｆ264-6437）赤い羽根共同募金運動

障害者を対象とした求人情報（臨時職員）　詳しくはお問い合わせか募集案内で
　募集案内は、問い合わせ先、市役所市民ロビー、区区政調整課、区福祉課、市HPで。

【採用期間】12月1日㈫～来年3月31日㈬。採用期間を延長することがあります
【試験日】10月27日㈫　【締切日】10月16日㈮（必着）

業務場所 対象 職務内容 給与・報酬な　
　ど 採用見込み 申込先 問い合わせ先

心身障害者福祉
センター（東区）

市内に在住で療育手帳を持っ
ているか障害者職業センター
などから知的障害があるとの
判定書の交付を受けている人

文化担当作業補助、デイ
サービス係作業補助

6時間勤務で
日額5,640円。
交通費別途支
給あり 各

1人
障害自立支
援課
T504-2148
F504-2256

障害自立支援課
Ｔ504-2148
Ｆ504-2256

青少年野外活動セ
ンター（安佐北区）

市内に在住で精神障害者保健
福祉手帳を持っている人

施設維持管理や野外活動
に関する業務などの補助

7時間45分勤
務で日額7,300
円。交通費別
途支給あり

精神保健福祉課
Ｔ504-2228
Ｆ504-2256

安佐動物公園
（安佐北区）

施設維持管理作業補助
（清掃）な　

　ど
2人

植物公園
（佐伯区）

①栽培作業補助な　
　ど、②事

務補助（パソコン使用）、イ
ベント準備作業補助な　

　ど

①②各
1人

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

3日 世羅町で楽しめる秋の花を調査！
10日 大竹市のストーンアートを調査！

カープ家の
ひろしま生活

広島
テレビ

日曜日
21：54
〜21：58

4日 小学校教員の幼稚園派遣
11日 障害者の社会復帰を応援！

＊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

催しなどに関するお知らせ（9月23日㈬現在）
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
のため、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。最新
情報は市HPに掲載しています。
　施設の利用に当たっては、「密閉・密集・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予防に
ご協力ください。発熱や軽度でも咳などの症状がある人、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。

▲イベント中止情報


