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安芸区スポーツセンターのスポーツスクール
対市内に在住か通勤・通園の人
申往復はがき（1組1枚）に、必要事項（4㌻左参照）と教室名、コース、対象、
性別を記入し、10月15日㈭（必着）までに、同施設へ。定員を超える場合は抽選
※定員未満は中止の場合あり　休水曜日
場安芸区スポーツセンター （〒739-0323 安芸区中野東二丁目3-1 T893-1998）
教室名 コース 対象 曜日 期間 回数 時間 定員 参加料
水慣れ 朝1 年少の幼児と保護者 日 11/8～12/6 5 9：30～10：30 10組

円
3,400 

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!

3種類のみそをブレンドし、隠し味でか
きエキスを加え、コクのある味に仕上げ
ています。広島のかきをおいしくいただ
ける鍋の素です。商品の問い合わせは、同
社（T237-2101、F509-0017）へ。

かきの土手鍋の素150g3個
／新庄みそ株式会社

Q 被災者が支援策をスマートフォンなど
で簡単に確認できる便利なものは？

申はがきに、住所、氏名、年齢、電話番号、性別、応募の号、答え（2文字）、本
紙へのご意見・ご感想、良かったと思うページを必ず記入し、10月14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10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（11月上旬発送予
定）。個人情報は商品発送と読者層調査に利用します

被災者支援○○

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

臨時休館
施設名 期間 問い合わせ先

クアハウス
湯の山

10/13㈫～
15㈭

T0829-83-1198
F0829-83-1177

※プール・浴そう清掃のため

中央図書館 T222-5542
フ222-5545

〒730-0011 中区基町3-1
休月曜日

●本のリサイクルフェア
　使用しなくなった本を1人50
冊まで無料でお譲りします。
対市立図書館の貸出利用登録者
日11月3日㈷午前9時半～午後
4時半
申往復はがき（1人1枚）に住
所、氏名（ふりがな）、電話番号、
車いすを利用する人はその旨を
記入し、10月15日㈭（必着）まで
に、同館「リサイクルフェア」係
へ。先着280人。先着順に入場時
間を割り当てます

〒731-3355 安佐北区安佐町動物園
入園料 大人510円、高校生*・シニア170円
休木曜日

安佐動物公園 T838-1111
フ838-1711

●サンちゃんデー　オオサン
ショウウオについて学ぼう
日10月4日㈰午前10時～正午
内オオサンショウウオについて
の展示。午前9時から、入園者先
着100人にオリジナル缶バッジ
を配布

三滝少年自然の家 T238-6301
フ238-6302

〒733-0802 西区三滝本町一丁目73-20
休10/19、26

●三滝アドベンチャーランド
対小学校4年生～中学校3年生
日11月21日㈯・22日㈰（1泊2日）
内自然散策な　

　ど

￥2,000円（食費、保険料な　
　ど）

申必要事項（4㌻左参照）、性別、
学校名、保護者名を記入し、84円
切手を貼り宛名を記入した返信
用封筒（長形3号、人数分）を同
封し、10月15日㈭（必着）までに
同施設へ。抽選24人

〒730-0052 中区千田町三丁目8-6
観覧料 大人370円、高校生*・シニア180円
休月曜日

健康科学館 T246-9100
フ246-9109

対①おおむね5歳～小学生と保
護者、②おおむね1歳の子ども
と父親

講座名 日時
●①手作り木工クラフト 10/17㈯

10：00～12：00
●②家でできる親子ふれ
あい遊び　遊びながら
パパも筋トレ

10/18㈰
10：30～11：30

●③笑顔で印象UP 
-魅力的な笑顔を
マスターしよう-

10/29㈭
13：30～15：00

【講師】①もりメイト倶
く ら ぶ

楽部、②健
康運動指導士・芳

よ し が み

上将
しょう

氏、③接遇
インストラクター・大西恵子氏
￥①300円／作品

【①～③の申】10月1日㈭午前9
時から電話で同館へ。先着①5
組、②10組、③15人

〒730-0011 中区基町5-83
プラネタリウム ￥大人510円、高校生*・シニア250円
休月曜日

5
ファイブデイズ

-Daysこども文化科学館 T222-5346フ502-2118

●科学・創作教室
対①③小学校3年生～中学生、
②小学生

教室名 日時
●①飛行の科学・プロ
ペラ飛行機

10/25㈰
13：30～16：00

●②二葉山の自然観察
シリブカガシの森へ
行こう

11/3㈷
10：00～12：30

●③七宝焼きの壁飾り 11/7㈯
9：30～15：30

￥①400円、②200円、③800円
申往復はがきに、必要事項（4㌻
左参照）を記入し、10月①11日
㈰、②20日㈫、③24日㈯（いずれ
も消印有効）までに同館へ。抽選
①③各8人、②10人

事業者の皆さんへ
■5㌻にも掲載

採用セミナー「マイナビ
が採用の今を語る！」

対広島広域都市圏内の中小企業
の経営者、人事担当者
日10月14日㈬午後2時半～4時
場市総合福祉センター（南区松原
町5-1）　
申10月13日㈫までに、市HPで。先
着100人
問雇用推進課（T504-2244、F504-
2259）

縦覧
都市計画の案の縦覧

日10月15日㈭まで（平日のみ）
項
目 区 土地の区域 縦覧

場所

生
産
緑
地
地
区
の
決
定

東
牛田旭一・二丁目、牛田
東二丁目、牛田早稲田
一丁目の各一部

都
市
計
画
課
、各
区
建
築
課

西 南観音五丁目の一部

安佐
南

川内一・二・五・六丁目、
中筋四丁目、東野一・二
丁目、八木三・四・九丁
目の各一部

安佐
北 三入一丁目の一部

安芸 畑賀一丁目の一部

佐伯 利松三丁目の一部

※市HPでも縦覧できます
【意見書の提出】10月15日㈭（消
印有効）までに、都市計画課（〒 
730-8586 住所不要）へ
問同課（T504-2268、F504-2512）

大規模小売店舗立地法によ
る新設店舗の届出書の縦覧

日12月14日㈪まで（平日のみ）
店舗名（面積） 所在地 縦覧場所

（仮称）ハロー
ズ草津新町店
（2,092平方メー

トル）

西区草津
新町一丁
目

商業振興課、
西区区政調
整課

【意見書の提出】12月14日㈪（必
着）までに、商業振興課（〒730-
8586 住所不要）へ　
問同課（T504-2236、F504-2259）

ご利用を
多重債務無料相談会

対市内に在住の多重債務でお困
りの人（事業者は除く）
日10月8日㈭、11月12日㈭の午後
5時～6時半
場消費生活センター（中区基町
6-27　アクア広島センター街）
内弁護士による無料相談
申電話で同センターへ。先着各3
人
問同センター（T225-3300、F221-
6282）　休火曜日

AED（自動体外式除細動器）
を地域活動に貸し出します

対10人以上の市民が参加するス
ポーツ行事などの地域活動を開
催する団体な　

　ど

【条件】次のいずれかに該当する
使用責任者を会場に配置するこ
と　●消防署などが実施する心
肺蘇生などの救命講習修了者（修

了証の写しが必要）　●医師、看
護師、保健師　●救急救命士　

【貸し出し期間／台数】貸出日か
ら7日以内／1台
申所定の申請書を貸出希望日の
1カ月前までに、区地域起こし推
進課へ。申請書は、同課、市HPで
問同課（Ｆは4㌻左参照）
区 電話 区 電話
中 504-2820 安佐南 831-4926
東 568-7705 安佐北 819-3905
南 250-8935 安芸 821-4905
西 532-1023 佐伯 943-9705

催しもの
水道資料館で学ぼう！ 
ひろしまの水道

対市内か安芸郡府中町・坂町に
在住の人
日11月7日㈯午前9時半～正
午、午後1時半～4時
場水道資料館（東区牛田新町一
丁目8-1）　※駐車場なし
内水に関する実験、同館見学、応
急給水体験な　

　ど

申はがきかファクスに、参加者
全員の必要事項（4㌻左参照）、
参加希望時間を記入し、10月15
日㈭（必着）までに、水道局企画
総務課（〒730-0011 中区基町
9-32）へ。同局HPからも申込
可。抽選各20人
問同課（T511-6808、F221-5320）

三味線・小唄などの演奏会

日10月24日㈯午後2時～3時半
場合人社ひと・まちプラザ（中区
袋町6-36）
内まちづくりボランティア人材
バンク登録者による演奏
申同プラザ（T545-3911、F545-
3838）へ。先着20人
休10月19日

登山教室　秋編（温 
泉入浴券・弁当付き）

対①上級者向き、②初心者向き
日①10月10日㈯、②11月14日㈯
の午前9時～午後4時

【集合の場】①湯来交流体験セン
ター（佐伯区湯来町多田2563-
1）、②大森神社（佐伯区湯来町
伏谷1498）
内①石ヶ谷峡から感

か ん の う ざ ん

応山縦走、
②白井の滝、東

と う ご う ざ ん

郷山山頂から恵
え

下
げ だ に

谷
￥各6,000円
申各開催日の5日前までに同
センター（Ｔ0829-40-6016、Ｆ
0829-85-0205）へ。先着各15人　
休月曜日

海辺の教室「かまぼこ作り」

対市内に在住の小学校3～6年
生と保護者
日10月18日㈰午前10時～正午
場水産振興センター
申往復はがきに、必要事項（4㌻
左参照）、保護者名を記入し、10
月8日㈭（必着）までに、同セン
ター（〒733-0833 西区商工セン
ター八丁目5-1）へ。抽選16組
問同センター（Ｔ277-6609、F278- 
0632）

〒732-0815 南区比治山公園1-1　￥コレクショ
ン展 大人300円、大学生200円、高校生*・シニア150円
休月曜日

現代美術館 T264-1121
フ264-1198

●たてものフロッタージュ大
作戦　①あつめよう1、②あつ
めよう2
対②小学生以上
日①10月25日㈰午前10時半、午
後1時半、午後3時半から、各1
時間、②11月22日㈰午前10時～
正午、午後2時～4時
内美術館の床や壁などをこすっ
て、模様を紙に写し取り、自分だ
けの「ゲンビ採集図鑑」を作る。
②は建物ツアーあり
申往復はがきに必要事項（4㌻
左参照）を記入し、①10月9日
㈮、②11月6日㈮（いずれも必
着）までに同館へ。同館HPの専
用フォームからも申込可。抽選
各回15人

〒734-0015 南区宇品御幸二丁目6-20
入館料 大人100円、高校生*・シニア50円
休月曜日

郷土資料館 T253-6771
フ253-6772

対①小学生、②小学生と保護者
教室名 日時 参加費

●①手すきハガ
キ作り

10/17㈯
13：00～15：00

円
50

●②お手玉
作り

10/24㈯
13：00～15：00 250/人

申電話かファクスで10月4日㈰
までに同館へ。抽選①20人、②10
組20人程度

映像文化ライブラリー T223-3525
フ228-0312

〒730-0011 中区基町3-1
休月曜日

●映画/批評月間 フランス映
画の現在
上映日 作品 開始時刻
10/1㈭ 赤いトキ

各日
14：00

各日
18：002㈮ 海辺の恋

3㈯ オー・パン・クペ
4㈰ 地上の輝き 10：30 14：00

￥大人380円、高校生*・シニア
180円　※土曜日は高校生*無料
●銀幕のメモワール
上映日 作品 開始時刻
10/14㈬ 日本の夜と霧

各日
10：30
14：00

各日
18：0015㈭ 青春の蹉

さ て つ

跌
16㈮ 新幹線大爆破 ー17㈯
21㈬ 青春の殺人者 各日

18：0022㈭ 麻雀放浪記
23㈮ 駅　S

ス テ ー シ ョ ン

TATION ー24㈯
30㈮ コミック雑誌なんか

いらない！ 各日
18：0031㈯ ハチ公物語

￥大人510円、高校生*・シニア
250円　※土曜日は高校生*無料

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

●9月1日号のクイズの答えは「マイナ」、応募総数は210でした

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
拡大防止のためのお知らせが
あります。
4㌻左上部をご覧ください。


