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スポーツ施設のスポーツスクール
対市内に在住か通勤・通学の人（コース欄に記載のないものは初級者）
申往復はがき（1人各コース1枚）に、必要事項（6㌻左参照）とコース、対象、
性別、小・中学生は学校名を記入し、11月28日㈯（必着）までに、各施設へ。抽選
（前回未参加者優先）。定員未満は中止の場合あり
休①～⑤火曜日
①マエダハウジング東区スポーツセンター　（〒732-0068　東区牛田新町一丁目8-3� T222-1860）
②東雲屋内プール　　　　　（〒734-0022　南区東雲三丁目16-3� T286-6909）
③出島屋内プール　　　　　（〒734-0013　南区出島一丁目32-92� T254-2891）
④安佐南区スポーツセンター　　（〒731-3164　安佐南区伴東三丁目13-16�T848-2411）
⑤佐伯区スポーツセンター　　（〒731-5136　佐伯区楽々園六丁目1-27�T924-8198）
施
設 教室名 コース 対　象 曜

日 期間 回
数 時　間 定

員 参加料

●①
きたえよう！
骨盤底筋 昼3 18歳以上の女性 木 来年1/7～3/18

各
10

13：30～14：30
人
18

円
4,400

水泳

朝2 18歳以上 水 1/13～3/17
10：30～12：00

12

各
6,600

●②

朝3 小学生 土 1/9～3/13 各
9朝4 日 1/17～3/21

朝3 18歳以上 金 1/15～3/19 10：15～11：45 18
昼2 小学校1年生

木 1/7～3/18
15：30～17：00 9

昼3 小学校2～6年生 17：00～18：30
各
18昼9 小学生 金 1/15～3/19 17：15～18：45昼10 月 1/18～3/22

昼3 18歳以上 14：00～15：30 9
50歳以上 木 1/7～3/18 13：30～14：30 18 4,800

夜3 18歳以上 日 1/17～3/21 19：00～20：30 9

各
6,600●③

朝5 小学生 1/10～3/14 11：00～12：30 36
朝3 18歳以上 水 1/13～3/17 10：30～12：00 24
昼7

小学生 16：45～18：15 各36昼8 木 1/7～3/18
昼9 金 1/8～3/12
中級
朝3 ※1

木 1/7～3/18 10：30～12：00 各
12中級

夜3 土 1/9～3/13 19：00～20：30

●④

ヨガ 夜3 18歳以上 水 1/6～3/24 14 5,100

体操 昼3
小学校1・2年生

木 1/7～3/18 各
8
15：30～17：00 各

24
各
5,000　小学校3～6年

生 17：15～18：45

水慣れ 朝3 水慣れを希望
する小学生 土 1/9～3/13

各
10

10：00～11：30 12
各
6,600　水泳

昼5 小学生 水 1/6～3/24
17：00～18：30

24
中級
昼3 ※2 土 1/9～3/13

各
12

●⑤

ヒップホップ
ダンス 昼3

年中相当年齢
～小学校2年生 水 1/13～3/17 17：00～18：00 各

5,500小学校3～6年
生 金 1/15～3/19

水泳
昼8 小学生 木 1/7～3/18

17：00～18：30
各
24 各
6,600　

昼9 金 1/8～3/12
中級
昼3 ※3 水 1/13～3/17 12

アクアビクス 昼3 18歳以上 13：30～15：00 16 5,700
※1：クロールで50㍍以上泳げる18歳以上、※2：クロールで25㍍以上泳げる
小学生、※3：クロールで25㍍以上泳げる小学校3～6年生

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!

かきの土手鍋は、広島特産のかきをおい
しくいただける広島の定番料理です。か
きの味が引き立つような味に仕上げてお
り、かきの土手鍋のおいしさを家庭で手軽
に味わえます。商品の問い合わせは、同社

（T0823-21-6643、F0823-21-6636）へ。

かきの土手鍋の素2個／㈱ますやみそ

Q 消費者トラブル防止のため、1月31日まで試
験的に無料の消費生活相談を実施する。利用
する無料通信アプリは？

申はがきに、住所、氏名、年齢、電話番号、性別、応募の号、答え
（4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、11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12
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（12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

○○○○

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

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、11/24

●あつまれ似島
対小学校4年生～中学生
日12月19日㈯・20日㈰（1泊2日）
内野外炊飯、自然体験活動な　

　ど

￥小学生3,500円、中学生3,740円
申郵送で、必要事項（6㌻左参
照）、生年月日、性別、学校名、保
護者名を記入し、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、11月25日
㈬（必着）までに同施設へ。抽選
40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

①はなづくり講座
「冬のガーデニング」 
日12月6日㈰午後1時～3時
内寄せ植え作り実技講習
￥1,500円
②体験教室「しめ縄作り」 
日12月20日㈰、23日㈬の午後1
時～3時
内昔ながらの伝統的手法で手作り
￥1,000円
【①②の申】往復はがきに、必要
事項（6㌻左参照）、②参加希望
日を記入し、①11月25日㈬、②12
月4日㈮（いずれも必着）まで
に、同園へ。抽選①15人、②各日
15人

5
ファイブデイズ

-Daysこども図書館 T221-6755
フ222-7020

〒730-0011 中区基町5-83
休月曜日（11/23は開館）、11/24、27

●子どもと本を結ぶボラン
ティア養成講座
経験者編　
対市内で3年以上、読み聞かせ
などの読書推進活動をしている
人
日12月2日㈬午後1時～4時
半、3日㈭午前10時～11時半、23
日㈬午後1時～4時半。全3回
場中央図書館（中区基町3-1）
内児童文学について、発達段階
別に学ぶ
【講師】大阪国際児童文学振興財
団理事・土

ど い

居安
や す こ

子氏
申往復はがきに、必要事項（6㌻
左参照）、経験年数、主な活動場
所を記入し、11月22日㈰（消印有
効）までに、こども図書館へ。抽
選30人

〒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（11/23は開館）、11/24、25

江波山気象館 T231-0177
フ234-1013

●サイエンスショー 
日11月21日㈯～23日㈷、28日㈯、
12月5日㈯、6日㈰の午前11時、
午後2時から
内気象や科学に関する楽しい実
験を見学
申開催日の前月25日から、同館
HPで。先着各25人
●サイエンスワークショップ

「LEDランタン」 
日 1 2月1 2日
㈯、13日㈰の
午前11時、午
後2時から
内色が変わる
LEDを使って
ランタン（あ
んどん）を作る
￥300円
申12月1日㈫から同館HPで。先
着各9人

L
E
D
ラ
ン
タ
ン

〒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

●職員による植物うんちくガ
イド 
日①11月28日㈯午前11時、②12
月8日㈫午前11時から
内植物の解説。テーマは、①つる
植物、②11月21日㈯から開催の
「クリスマスを飾るフラワー展」
とベゴニア
申当日同園で。先着各100人
●花と光のページェント

日11月28日～12月20日の土・日
曜日、午後4時半～8時（入園は
午後7時半まで）
内LEDの光で輝くトリケラトプ
スやティラノサウルスなどの恐
竜が登場。園内は、キャンドルや
イルミネーションで華やかに、
温室はクリスマス感あふれる装
飾をしています
●冬のガーデニング講座
日12月5日㈯午後1時半～3時
半
内正月の玄関を飾る初冬のハン
ギングバスケット作り
￥2,000円
申往復はがきに、必要事項（6㌻
左参照）を記入し、11月24日㈫
（必着）までに、同園へ。抽選15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12/8、9

広島城天守閣 T221-7512
フ221-7519

●二の丸に馬来たる!! 在来馬
と触れ合おう
日12月5日㈯午後1時～4時
（乗馬体験は、午後2時、3時か
ら）（荒天中止）
内日本固有の在来馬への乗馬体
験、和式馬術実演の見学な　

　ど

【乗馬体験の申】往復はがき（1
人1枚）に、必要事項（6㌻左参

光
り
輝
く
恐
竜
の
世
界

な
ぎ
な
た
を
使
っ
た�

馬
術
実
演（
イ
メ
ー
ジ
）

照）、希望時間を記入し、11月24
日㈫（必着）までに、同施設へ。抽
選各25人

〒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

●森林公園の催し
対②小学生と保護者

催し名 日時
●①少し早いクリス
マスコンサート

11/29㈰
11：30～12：00

●②親子でクリスマ
スリース作り

12/5㈯
13：00～15：00

【②の申】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、11月26日㈭（消印有効）
までに同園へ。抽選15組
●こんちゅう館の催し

催し名 日時

●①木の実・落ち
葉で遊ぼう

11/22㈰、23㈷の
10：00、11：00、
13：00、14：00
から各45分

●②虫講座「カブ
ト・クワガタの
標本作り」

12/13㈰
13：30～14：30

内①木の実や落ち葉を使った工
作教室
【①②の申】Eメールで、11月①
17日㈫、②28日㈯までに、同館
へ。抽選①②各25人。詳しくは同
館HPで

〒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（11/23は開館）、11/24、12/1～3

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11月28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
の能力を、ゲーム感覚で調べる
●大人の工作教室
知育玩具・木製パズル
対16歳以上
日12月5日㈯午前10時～午後1
時
￥1,000円
申往復はがきに、必要事項（6㌻
左参照）を記入し、11月25日㈬
（必着）までに、同館へ。抽選20人
●ビークルシアター「じてん
しゃにのるひとまねこざる」
日12月5日㈯、6日㈰の午前11
時、正午、午後2時、3時から各
12分
申当日同館で。先着各12組

●10月15日号のクイズの答えは「八丁堀」、応募総数は229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

6㌻左上部新型コロナウイルス
感染症拡大防止のためのお知
らせをご覧ください。

催しもの
■7㌻にも掲載

世界に一つだけのこだわ
り「みそ」作り(昼食付き)

対小学校4～6年生と保護者
日12月5日㈯午前10時～午後1時
場青少年センター（中区基町5-�
61）
内厳選した国産の材料を使用
￥1,200円／2人（3人目からは
200円／人）
申11月28日㈯までに、同センター
（T228-0447、F228-7074）へ。1
組4人まで。抽選4組
休火曜日、11月25日

崎
さ き や

谷明
あ き ひ ろ

弘ピアノリサイタル

日11月23日㈷午後2時半～4時
半
場東区民文化センター（東区東
蟹屋町10-31）
￥2,000（当日2,500）円。チケッ
トは市内プレイガイドなどで
問同センター（Ｔ264-5551、F 

264-5774）
休月曜日（11月23日を除く）


