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工事のための交通規制

　駅西高架橋（南区松原町ほ　
　か）の

拡幅工事に伴う交通規制を行い
ます。南進の片側2車線を1車
線に減らします。
【期間】11月20日㈮～来年6月30
日㈬（予定）の終日

問南区地域整備課（☎250-8963、
F250-8967）

①「どうぶつ」、②「フラワー」
カレンダーを販売中

場両園、ヌマジ交通ミュージア
ムな　

　ど

内①安佐動物公園の動物たち、
②植物公園の花々
￥各530円
問①安佐動物公園（Ｔ838-1111、
Ｆ838-1711）、②植物公園（Ｔ922-
3600、Ｆ923-6100）
休①木曜日、②金曜日

ご利用を
司法書士による「労働トラ
ブル110番」

　賃金の未払いやサービス残業
などの労働トラブルの相談に、
電話で応じます。
日11月23日㈷午前10時～午後4
時
【相談専用電話】T511-7196
問広島司法書士会（T221-5345、
F223-4382）

募集します
国民健康保険料の納入通知
書などの封筒への広告募集

　来年度の広告掲載希望者を募
集します。
内広告枠は封筒裏面の縦5.5㌢×
横9㌢
【発送予定数量】約20万6000通
【最低申込価格】12万円
申所定の申込書を、12月4日㈮

（必着）までに、市役所保険年金課
へ。申込書は同課、区保険年金課、
市HPで。広告内容などを審査し、
最高額のものを掲載
問市役所保険年金課（Ｔ504-2157、
Ｆ504-2135）

生活衛生推進員（ボラ
ンティア）の募集

対市内に在住か通勤の18歳以上
【任期】来年4月1日～令和5年
3月31日（2年間）
内食や住まいの衛生に関するPR
活動などを企画・運営する
申所定の応募用紙を、12月14日㈪

（消印有効）までに、市保健所食品
保健課へ。応募用紙は同課（中区
富士見町11-27）、区役所、公民館、

市HPなどで。選考80人
問同課（T241-7434、F241-2567）

「いきいき体験オープン
スクール校」への区域外
入学・転入学生の募集

　自然豊かな学校に通学しませ
んか。
対市内に在住で、来春募集学年に
なり、1年間以上の通年通学（片
道1時間程度）ができる子ども

学校名 見学・説明会
●①似島中学校
（南区似島町南風泊2250）

来年1/8㈮
8：25～10：50

●②似島小学校
（南区似島町大黄2410）

1/13㈬
13：20～15：30

●③筒瀬小学校（安佐北区
安佐町筒瀬1598）

1/15㈮
13：30～15：30

※入学希望者の保護者は説明会
に要参加

【募集学年】①1～3年生若干名、
②1年生20人、2～6年生若干
名、③1年生8人

【見学・説明会の申】電話で、各開
催日の2日前までに、教育委員会
①指導第二課、②③指導第一課へ
問①指導第二課（Ｔ504-2487、Ｆ
504-2142）、②③指導第一課（Ｔ
504-2486、Ｆ504-2142）

植物公園ガイドボラン
ティアの募集

対次の全てに該当する人　●18
歳以上（高校生は除く）　●来年
1月～3月の養成講座（全4回）
に参加できる　●土・日曜日、
祝・休日のガイド活動に、月2回
以上参加できる

【説明会】12月13日㈰午前11時～
正午（参加しなくても応募できま
す）
場植物公園（佐伯区倉重三丁目
495）
内来園者に園内の植物を解説する
申所定の申込書を、12月19日㈯

（必着）までに同園へ。申込書は同
園、同園HPで。選考10人
問同園（T922-3600、F923-6100）
休金曜日

筒
瀬
小
学
校
舎

事業者の皆さんへ
「中小企業支援ナビ」の
ご利用を

　市内の中小企業者などを対象
にした、一次相談窓口です。創業
したい、専門家のアドバイスを受
けたいなど、相談内容に応じて適
切な支援制度を案内します。
日土・日曜日、祝・休日、年末年始
を除く午前9時～午後5時
【相談窓口】T0570-005400（通話
料は利用者負担）
問商業振興課（Ｔ504-2236、Ｆ504-
2259）

催しもの
消防音楽隊　定期演奏会

日来年1月30日㈯午前11時～正
午、午後2時半～3時半
場東区民文化センター（東区東蟹
屋町10-31）
内「グレイテスト・ショーマン」、

「春の猟犬」などの演奏、フラッグ
演技な　

　ど

申往復はがき（1枚に3人まで）
に、参加者全員の必要事項（6㌻
左参照）、希望時間を記入し、12月
11日㈮（消印有効）までに、消防局
総務課（〒730-0051 中区大手町
五丁目20-12）へ。市HPからも申込
可。抽選各200人程度
問同課（T546-3412、F247-1645）

若手演奏家と広響の共演
プロミシングコンサート

　広島市新人演奏会で優秀演奏
者に選ばれた新進演奏家3人と
広島交響楽団の共演です。
日12月3日㈭午後6時半～8時半
場JMSアステールプラザ（中区加
古町4-17）　
【出演】岡

お か ざ き

崎清
さ や か

香（ピアノ）、小
こ ば や し

林
佑
ゆ う た ろ う

太郎（トランペット）、木
き む ら

村
瑠
る な

菜（バイオリン）
￥一般1,800（当日2,100）円、小
学生～高校生*1,200（当日1,400）
円。チケットは各区民文化セン
ター、市内プレイガイドで
問文化財団事業課（T244-0750、
F245-0246）

ひろしま街づくりデザイ
ン賞　表彰式・パネル展

　街並みや自然に配慮して、景観
を良くしている建築物や看板、活
動などを表彰し、展示します。
日11月26日㈭午前10時～午後7
時（表彰式は、午後2時半～4時
半）
場紙屋町シャレオ（中区基町地
下街100）
問都市計画課（T504-2277、F504-
2512）

湯来交流体験センターの
催し（温泉入浴券付き）

催し名 日時 締切日
●①丸太切り大
会

11/23㈷
10：00～12：00

11/20
㈮

●②電動アシス
ト自転車でサ
イクリング

12/5㈯
10：00～13：00

12/2
㈬

●③ロースハム
作り

12/6㈰
9：00～14：30

11/27
㈮

●④囲
い ろ り
炉裏とか

まど体験
12/13㈰
10：30～14：30

12/10
㈭

場同センター（佐伯区湯来町多田
2563-1）
内①チーム対抗で、何分で丸太を
切れるか競争、②湯来の観光ス
ポットをサイクリングで巡る。山
賊むすび付き、④まきを割り、か
まどで炊飯し、いろりで川魚を焼
いて食べる
￥①500円／人、②5,000円／人、
③5,000円（ハム800㌘）、4,000円
（ハム400㌘）、④3,000円／人
持入浴セットな　

　ど

申各締切日までに、同センター
（T0829-40-6016、F0829-85-
0205）へ。先着①10組（1組4人ま
で）、②4人、③10組（個人申し込
み可）、④10人
休月曜日（11月23日を除く）、11月
24日

市民サロンコンサート

日11月25日㈬午後0時20分から
場JMSアステールプラザ（中区加
古町4-17）
内ピアノによる演奏
申当日会場で、午前11時20分から
整理券配布。先着60人
問文化財団事業課（T244-0750、
F245-0246）

ひろしまドリミネーション

　「おとぎの国」をテーマに、約
140万球の光で市内中心部をライ
トアップします。
日11月21日㈯～12月27日㈰の午
後5時半～10時半
場平和大通り南北緑地帯（平和大
橋東詰め～田中町交差点）な　

　ど

問ひろしまライトアップ事業実
行委員会事業推進本部（T554-
1813、F554-1815）

親子自然観察会
「自然と遊ぼう！」

対小学生を含む市内に在住か通
勤の家族（保護者同伴）
日12月19日㈯午前9時～正午
場ひろしま市民の里 ＠

アットマーク

安佐
（安佐北区安佐町久地長沢）
内植物の観察、竹細工作りなどの
自然体験活動
申往復はがきに、参加者全員の
必要事項（6㌻左参照）を記入
し、12月4日㈮（消印有効）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。先着20人
問同課（T845-4348、F845-4350）

ク
リ
ス
タ
ル
キ
ャ
ッ
ス
ル

スポーツ施設の催し

ユーストピア（勤労青少年ホーム）の講座

催し名 対象 日時 会場 参加費
●①親子でチャレ
ンジ！ スケー
トレッスン

年中・年長の
幼児と保護者

12/12㈯
9：30～11：30 ひろしんビッグ

ウェーブ（東区牛
田新町一丁目8-3）

2,100円
（別途貸靴代要）

●②チャレンジ！ 
スケート 小学生 12/12㈯

13：00～15：00
1,100円

（別途貸靴代要）

●③正月飾りづく
り講座

小学生以上
（小学生は保
護者同伴）

12/13㈰
10：00～12：00

広域公園テニス
コート（安佐南区
大塚西五丁目2-1）

2,500円
（材料費込み）

申①②往復はがきに、必要事項（6㌻左参照）と性別を記入し、11月28日㈯
（必着）までに同施設へ。抽選①20組、②40人。③11月15日㈰午前9時から、
電話で、同テニスコートへ。先着20人
問①②同施設（Ｔ222-1860、Ｆ222-1861）、③同テニスコート（TF848-9540）
休①②火曜日、③12月3日

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11月16日㈪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）と参加費を本人が持って、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11月23日、①②日曜日、③水曜日
施設 講座名 曜日 期間（回数） 時間 定員 参加費

●①
クリスマスの料理教室 土 12/5（1） 10：00～13：00 人

各
10

円
1,000

アウトドア道具の使い
方 火 12/8（1） 19：00～21：00

-●②
冬のお散歩写真ツアー 土 12/19（1） 11：00～12：30 6

ここち良い家のつくり
方 木 来年1/21（1）

19：00～21：00 各
10

●③
簿記入門 月・木 12/10～1/25（12）

フラワーアレンジメン
トデザイナー講座 金 12/18、1/8、15、22、

29（5） 2,000

【その他の講座】①はじめての茶道（来年1/19㈫から、夜3回）、②フラメ
ンコ・エクササイズ（1月16日㈯から、朝3回）、③はじめて講座ピラティス

（12/4㈮、夜1回）、はじめての着物着付け体験（12/8㈫から、㈫夜・㈰昼5
回）　※詳しくは各数字の問へ

ご意見・ご感想（10月15日号より）

●エシカルの意味を初めて知り
ました。今日から始めてみよう
と思います（中区／70歳）●食品
ロスをしないよう心掛けていき
ます（中区／55歳）  ●地域で生
産したものを消費して広島を盛
り上げたい（安芸区／32歳）
3面「楽しく続けよう
ウオーキング」

●主人とウオーキングを趣味に
しています。愛犬を連れ、いろい
ろとコースを変えています。認
定証は目標となりますね！　毎
日の積み重ねで東京や北海道ま
でなんて、夢が持てそう（南区／

60歳）
特集面「本との出合い」

●どうしても好きなジャンルが
偏ってしまうので、司書のお薦
めは気になります。月に一度本
の紹介があれば嬉しいです（安
佐南区／55歳）

「ひろしまそだちK
キ ッ チ ン

itchen」
●水菜のチヂミ、おいしかった
です（安芸／24歳）　●水菜のチ
ヂミは材料も少なく手軽そうな
ので、作ってみようと思います

（中区／29歳）

1面「今日からはじめる
エシカル消費」

編集部より
「食品ロス」「地産地消」をス
タッフ一同心掛けています。


