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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、12月15日～１月14日までの土・日
曜日、祝・休日、12月29日～12月31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 
saki_521

▲フォトコンテスト入賞作品

HPは「広島市」で検索。 広島市 検索 　フェイスブック、ツイッターは、HPトップページからご覧いただけます

福祉・健康
視覚障害者向け平和大学 
講演会「視覚障害者と防災」

対市内に在住の視覚障害者。介
助者の同伴は1人可
日1月10日㈰午前10時45分～午
後0時半
場心身障害者福祉センター（東
区光町二丁目1-5）

【講師】RCC気象予報士・岸
きし

真
ま ゆ み

弓
氏
申12月22日㈫までに、市視覚
障害者福祉協会（T264-4966、
F567-4977）ヘ。先着50人

障害者のための資格取得
希望者向けパソコン講座

対市内に在住か通勤・通学の障
害のある人で、パソコンの基本

操作ができる人。介助者の同伴
は1人可
日1月5日～3月5日の火・金
曜日（2月23日、3月2日を除
く）、午後1時～5時。全16回
場東区総合福祉センター（東区
東蟹屋町9-34）
申12月25日㈮までに、情報シン
フォニー（T502-6112、F502-
6097）ヘ。先着5人

ひとり親家庭の親と子、
寡婦のためのガイドヘル
パー講習会

日2月6日～27日の土曜日、午
前9時～午後4時。全4回
場広島国際医療福祉専門学校（南
区比治山本町14-22）
￥2,640円
申はがきに必要事項（6㌻左参
照）を記入し、12月30日㈬（必着）

までに、市母子寡婦福祉連合会
（〒732-0822 南区松原町5-1）
へ。抽選10人
問同会（Ｔ261-2235、Ｆ261-2236）

講座・講習会
防火防災講演会「ディズニ
ーの危機管理から学ぶ」

日1月27日㈬午後1時半～4時
半　場JMSアステールプラザ

（中区加古町4-17）
【講師】元東京ディズニーランド
防火管理者・石井修一氏
申所定の申込書を、1月13日㈬
までに、消防局予防課へ。申込
書は、各消防署、市HPなどで。市
HPからも申込可。先着500人
問同課（T546-3476、F249-1160）

生活援助員になるための
研修

対介護の仕事のうち、訪問によ
る生活援助業務への就業を希望
している人
日1月25日㈪午前9時半～午後
4時10分、27日㈬午前9時半～
午後3時50分、28日㈭午前9時
半～午後3時40分。全3回
場福祉キャリアセンター吉島本
校（中区吉島東一丁目22-2）
￥研修を修了しない場合は、1
万円（補講を受けて修了した場
合は、別途補講料要）
申所定の申込書を、1月15日㈮

（必着）までに、介護保険課へ。申
込書は、市HPで。先着30人
問同課（T504-2173、F504-2136）

子育て中の人向け再就職
セミナー

対子育てをしながら再就職を目
指す人
日1月13日㈬午前10時～正午
場安佐南区地域福祉センター（安
佐南区中須一丁目38-13）
内子育てと仕事を両立できる最
良の方法を探す
【講師】C

シーズ

's P
ポ ー ト

ORT代表取締役・
森田由美子氏
申電話で、雇用推進課へ。市HP
からも申込可。先着10人
問同課（T504-2244、F504-2259）

事業者の皆さんへ
小規模修繕契約希望者登
録申請の追加受け付け

対令和2～4年度に、市が発注
する施設の小規模修繕（原則50
万円未満）の受注を希望する事

業者
申所定の申請書を、1月22日㈮

（必着）までに、工事契約課へ。持
参の場合は、1月18日㈪～22日
㈮の午後1時～5時に受け付
け。申請書は市HPで
問同課（Ｔ504-2280、Ｆ504-2612）

女性の活躍推進のための 
行動計画策定支援セミナー

対市内に本社があり、従業員数
300人以下の企業などの経営者、
人事総務担当者
日1月20日㈬、2月10日㈬の午
後1時半～3時半
内オンライン会議システムZ

ズ ー ム

oom
で、女性活躍推進法に基づく行動
計画を策定するメリット・手順、他
社の事例などを紹介
申電話で、東京リーガルマイン
ド広島支社へ。詳しくは、市HPで
問同社（Ｔ511-7002、F511-7006、
平日午前9時～午後5時）

縦覧
都市計画の案の縦覧

日12月18日㈮～1月7日㈭（平日
のみ）

項目 内容
●①用途地域の変更

全市的な見直し●②防火・準防火地域
の変更

●③地区計画の変更 広島市都心住居
地域

●④地区計画の決定 西風新都大塚下
観音山地区

●⑤都市施設（道路）
の変更 西風新都中央線

【縦覧の場】都市計画課、①②区建
築課、③中区、東区、南区、西区建
築課、④安佐南区建築課、⑤安佐
南区、佐伯区建築課
※市HPでも縦覧できます
【意見書の提出】12月18日㈮～1
月7日㈭（必着）に、都市計画課

（〒730-8586 住所不要）へ
問同課（Ｔ504-2268、Ｆ504-2512）

催しもの
市立大学芸術学部　南教授
退任記念展「記憶と痕跡」

日12月17日㈭～26日㈯の午前10
時～午後5時
場市立大学芸術資料館（安佐南区
大塚東三丁目4-1）
内南

みなみ

昌
まさのぶ

伸教授による、金属の特
性や質感を生かした造形作品や、
復元した江戸時代の和時計など
約20点を展示
問同館（T830-1821、F830-1658）

中国ブロック劇王決定戦

日12月20日㈰。予選Aブロック：
午前10時、予選Bブロック：午後
2時、決勝戦：午後5時半から
場青少年センター（中区基町
5-61）
内審査員と観客投票で競う演劇
イベント
￥一般1,500（当日2,000）円、高
校生*以下500円
申同センター（T228-0447、
F228-7074）へ。先着各240人
休火曜日、12月30日～1月3日

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

19日 ジュニアウインドオーケストラ広島を調査！
26日 第17回広島街づくりデザイン賞を調査！

カープ家の
ひろしま生活

広島
テレビ

日曜日
21：54
〜21：58

20日 年末年始の救急医療体制
27日 放送休止

＊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（12月7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。
　イベントなどへの参加に当たっては、「密閉・密集・密接」の3密
を避けるとともに、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。
　また、発熱や咳、倦

けんたい

怠感、味覚・嗅覚障害などの症状がある人は参
加しないでください。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

納期をお忘れなく
市・県民税　第4期
（納期限1月4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

対市内に在住か通勤・通学の初級者
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、12月26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　
休火曜日（①は12月29日、1月5日は開場）、①12月30日～1月1日、②～④
12月30日～1月3日
①ひろしんビッグウェーブ　（〒732-0068　東区牛田新町一丁目8-3 � T222-1860）
②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）
③南区スポーツセンター　　（〒734-0032　南区楠那町7-31 � T251-7721）
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）
施設 教室名 コース 対　象 曜日 期間 回数 時　間 定員 参加料

●① スケート
昼2 小学生 木 1/21～2/25

各
5 17：15～18：45

人
各
40

円
各6,100
（別途

貸靴代要）
昼3 水 2/17～3/17
昼2 小学校1・2年生 月 1/18～2/15

●②
代謝U

アップ

Pヨガ 夜3 中学生以上
金

1/15～3/26
各
10

19：45～20：45
各
24

4,400

水泳 昼3 小学生 1/15～3/19 17：00～18：00
各6,600夜3 中学生以上

19：00～20：30

●③

バドミン
トン 木 1/21～3/18 8 19：00～21：00 12

シェイプU
アップ

P
エアロ 朝4

18歳以上
月 1/18～3/15 9 10：30～11：30 各

30
3,000

エアロビ
クス 夜4 土 1/16～3/20 10 19：00～20：30 4,100

体操 昼4 小学校1～3年
生 木

1/14～3/18
9 16：00～17：30 24 5,600

柔道 夜4 小学生以上
月
木 18 18：00～19：30 各

28
9,600

剣道 水 1/13～3/17 10 5,600
●④ ベビー�

ヨガ 朝3 3カ月以上の
0歳児と保護者 金 1/29～3/19 7 10：30～11：30 12

組 4,200

スポーツ施設のスポーツスクール 

催し名 対　象 日　時 定員 参加費

チャレンジ！ カーリング 小学校3年生以上 1/10㈰9：30～11：30 30
人 700円

申12月16日㈬午前9時から窓口、午前10時から電話で、同施設へ。先着順
問同施設（Ｔ222-1860、Ｆ222-1861）　
休火曜日（12月29日、1月5日は開場）、12月30日～1月1日

ひろしんビッグウェーブ（東区牛田新町一丁目8-3）の催し 

催し名 対象 開催日 時間 定員 参加費
レベルアップテニス 18歳以上の経

験者
1/7㈭、14㈭、
21㈭、28㈭

10：00～
12：00

人

各20
円

各800
みんな集まれ！ ソフト
テニス 中学生以上 1/23㈯ 17：00～

19：00 24 500

申12月15日㈫午前9時から電話で同施設へ。先着順　
問同施設（T224-2191、F224-2192）　休水曜日、12月29日～1月3日

広島翔洋テニスコート（中区基町2-18）の催し


