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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、11月15日～12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

■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）

●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

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

アカウント名 
u16chan

▲フォトコンテスト入賞作品

福祉・健康
認知症を理解するための
講座-あなたは認知症の
ことを知っていますか？-

日12月11日㈮午後2時～3時
場東区総合福祉センター（東区
東蟹屋町9-34）

【講師】西部認知症疾患医療セン
ター長・岩

いわさき

崎庸
よ う こ

子氏
申所定の申込書を、12月4日㈮
までに、西部認知症疾患医療セ
ンターへ。先着30人。申込書は、
同センター（西区草津梅が台10-
1）、同センターHPなどで
問同センター（T270-0311、F270-
0312）

介護のお悩み相談　
自分の介護費用作り
について

日12月12日㈯午前10時～正午
場ゆいぽーと（中区大手町五丁
目6-9）
内ライフプラン（人生設計）に合
わせた、老後・介護の資金作りに
ついて

【講師】ファイナンシャルプラン
ナー・道

みちかた

方順
じゅんこ

子氏
申来館か電話、ファクスで同施
設へ。先着6人。託児（6カ月～
未就学児）希望は、12月5日㈯ま
で。先着6人
問同施設（T248-3320、F248-
4476）
休月曜日

難病（特発性拡張型心筋症・
肥大型心筋症）個別相談会

日12月12日㈯午後2時～4時
場安佐南区総合福祉センター

（安佐南区中須一丁目38-13）　
内安佐市民病院循環器内科主任
部長・小

お だ

田登
のぼる

医師、理学療法士・
富
と み た

田瑛
あきひろ

博氏による個別相談
申12月11日㈮までに、安佐南保
健センター（Ｔ831-4942、Ｆ870-
2255）へ。先着6組

盲ろう者向け通訳・介助員
養成講座

　盲ろう者の自立と社会参加を
図るため、盲ろう者向け通訳介
助員を養成します。
日12月5日～来年2月20日の土
曜日（1月2日を除く）、午前10
時～午後3時（1月16日、2月6
日は午後4時まで）。全11回
場市総合福祉センター（南区松
原町5-1）ほ　

　か

申往復はがきかファクスに必要
事項（6㌻左参照）、生年月日、職
業、障害の有無、手話か点字の
経験があればその年数、受講の
動機を記入し、11月24日㈫（必
着）までに、広島盲ろう者友の会
（〒732-0052 東区光町一丁目
1-23-202）へ。先着30人程度
問同会（Ｔ258-2966、Ｆ258-2961）

被爆二世健診を実施する
医療機関の募集

対①今年度、②来年度から、新た
に同健診の実施を希望する医療
機関
【健診期間】6月中旬～2月末
申電話で、①12月18日㈮、②来年
1月8日㈮までに、原爆被害対
策部援護課へ
問同課（T504-2195、F504-2257）

障害者のためのパソコン
活用講座

対市内に在住か通勤・通学の障
害者。介助者の同伴は1人可

講座種別 曜日 期間（回数）締切
●①視覚障害者対応 火 12/1～22

（4）
11/24
㈫

●②聴覚・上肢・知的・
精神障害者対応 水 12/2～23

（4）
11/25
㈬

【時間】午後1時～5時
場①南区地域福祉センター（南
区皆実町一丁目4-46）、②西区
地域福祉センター（西区福島町
二丁目24-1）
申各締切日までに、情報シンフォ
ニー（Ｔ502-6112、Ｆ502-6097）
へ。先着①②各5人

講座・講習会
パソコン講座「エクセル実
用編　-きっと役立つ家計
簿-」

対エクセルの基本操作ができる
人
日来年1月10日～1月31日の日
曜日、午後1時半～3時半。全4
回
場合人社ひと・まちプラザ（中区
袋町6-36）
内家計簿を実用例として、エク
セルを活用した集計表の作成
￥4,500円
申往復はがきかファクスに、必
要事項（6㌻左参照）と、託児（1
歳半～未就学児）希望者は子ど
もの年齢を記入し、来年1月4
日㈪（必着）までに、同プラザへ。
抽選20人
問同プラザ（T545-3911、F545-
3838）　休11月16日

そば打ち講習会

対市内に在住か通勤の18歳以上
（高校生は除く）
日12月5日㈯午前10時～午後1
時
場見

み は る

張市民農園（安佐北区白木
町井

い ば ら

原・小
お こ え

越）
内手打ちそば作り体験。持ち帰
りあり
￥3,600円／組（2人1組）
申往復はがき（1枚に2人まで）
に、参加者全員の必要事項（6㌻
左参照）を記入し、11月24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3組
問同課（T845-4347、F845-4350）

迎春用ハンギングバス
ケットづくり

日12月10日㈭午前10時～正午
場中央公園ファミリープール（中
区基町4-41）
内ハボタン、ビオラなどを使用
￥3,000円
申往復はがきに、必要事項（6㌻
左参照）を記入し、11月27日㈮（必
着）までに、みどり生きもの協会
経営企画課（〒730-0011 中区基
町4-41）へ。抽選12人
問同課（T228-0815、F228-1891）

講座「セキュリティしてい
ますか？ 身近な防犯対策」

日12月15日㈫午前10時～正午
場合人社ひと・まちプラザ（中区
袋町6-36）
内県内の犯罪状況、犯人の心理
の説明と、家庭でもできる対策
を、防犯のプロから学ぶ
申11月30日㈪午前10時から、
同プラザ（T545-3911、F545-
3838）へ。先着15人
休11月16日

お知らせ
「なまこ」「あわび」の採捕は、
12月1日から禁止です

　各地で、悪質な密漁が発生した
ため、漁業の許可や漁業権に基づ
かない採捕が、禁止されます。レ
ジャーや個人的な消費を目的とし
た採捕も禁止です。違反した場合
は、3年以下の懲役または3000万
円以下の罰金に処せられることが
あります。詳しくは、水産庁HPで。
問県水産課（T513-3616、F223-
4909）

広島高速道路のお客様満足
度アンケート調査

【期間】12月28日㈪まで
申広島高速道路公社HPで回答。郵
送、ファクスでの回答は所定の用
紙を同公社へ。用紙は同公社（東
区温品一丁目8-23）、市役所、区
役所などで。
　回答者の中から抽選で150人
にQ

ク オ

UOカード1,000円分をプレ
ゼント。詳しくは同公社HPで。
問同公社企画調査課（T508-6847、
F508-6849）

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／採用見込みな　

　ど。 は取得・卒業などの見込
み、 は増額報酬あり、 は交通費別途支給あり 試験日 締切

日 申込先

区スポーツ
センターな　

　ど

（市内）

スポーツ推
進指導員

（非常勤）

次のいずれかに該当する人　●大学、短期大学か専修学校で、体
育系の専門課程（スポーツ関連学科を含む）を修了（来年3月末まで
の ）　●スポーツ関連資格を有する（11月末までの ）　●民間
スポーツ施設などでスポーツ指導の勤務経験が通算2年以上ある

（11月末までの ）／施設管理の補助、受け付け／月額14万4000円
（ ）（ ）／若干名　※来年4月1日採用予定

1次
12/8㈫
2次

12/15㈫

12/7㈪
（必着）

スポーツ協会
事務局
T243-0578
F249-3641

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

21日 英語があふれるまち　いわくにを調査！
28日 広島を憩いの街に！　市民ふれあいベンチ

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

15日 冬場の食中毒ｰノロウイルスに注意！-
22日 楕円形の都心づくり
29日 PCB使用安定器の期限内の処理

＊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
固定資産税・都市計画税
第4期（納期限11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（11月6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

11月23日（祝・月）の 
家庭ごみの収集

●「可燃ごみ」と「ペットボト
ル・リサイクルプラ」の収集
はありません
●「資源ごみ・有害ごみ」、「不
燃ごみ」、「その他プラ」は通
常どおり収集します
問各環境事業所、業務第一課

（☎504-2220、Ｆ504-2229）

消費生活審議会の市民委員を募集
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　●消費者問題に関心がある　●平日昼間の会議
に出席できる　●市の審議会など委員に就任している場合、就任数が3以下

職務内容 任期 応募小論文のテーマ 定員 応募先
消費生活に関する重要な事項
についての調査・審議

来年4月1日～令和5年
3月31日

消費者問題に関する意見・
提言 2人 消費生活センター

Ｔ225-3329、Ｆ221-6282

申郵送かファクスで、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、応募理由を記入し、
12月5日㈯（消印有効）までに、応募先（〒730-0011 中区基町6-27）へ。市HPからも応募可。書類選考後、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　休火曜日


