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令和3年（2021年）3月15日

ひろしま市民と市政

くらしの
ガイド
▲フォトコンテスト入賞作品

■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）
■区役所ファクス
区
中
東
南
西

ファクス
区 ファクス
541-3835 安佐南 877-2299
262-6986 安佐北 815-3906
252-7179 安芸 822-8069
232-9783 佐伯 923-5098
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、3月15日～4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
申し込みの際の必要事項
●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
施設の名称（愛称）

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
マエダハウジング安佐
化センター・
南区民文化センター・安
安佐南区図書
佐南区図書館
館
中区スポーツ コジマホールディングス
センター
中区スポーツセンター
西区民文化セ コジマホールディングス
ンター・西区 西区民文化センター・西
図書館
区図書館
安佐北区ス
大和興産安佐北区ス
ポーツセン
ポーツセンター
ター
中筋バスター 大和興産中筋バスター
ミナル
ミナル
大町バスター 大和興産大町バスター
ミナル
ミナル

市は、市民の皆さんの協力の下、新型コロナウイルス感染症
拡大防止対策に努め、できる限り催しやイベントなどを開催
できるように取り組んでいます。なお、今後の感染状況によっ
ては中止・延期や参加者を制限する可能性があります。

催しなどに関するお知らせ
（3月5日㈮現在）

本紙掲載の催しなどは、今後
の感染状況によっては中止な
ど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 ▲臨時休館情報 ▲イベント中止情報
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。
催しなどへ参加される場合は、
「密閉・密集・密接」
の3密を避け、
マ
スクの着用や手指の消毒などの感染症予防にご協力ください。
また、
けんたいかん
味覚・嗅覚障害などの症状がある人や、
健康や体調
発熱や咳、
倦怠感、
に不安のある人は参加をお控えください。
引き続き、
市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

福祉・健康
母の日のプリザーブドフ
ラワーのアレンジメント
対身体障害者手帳、療育手帳、精
神障害者保健福祉手帳のいずれ
かを持つ人
日4月25日㈰午前10時～正午
場心身障害者福祉センター
￥2,500円（材料代）
申返信用はがきか63円を添えて
直接か、往復はがきに必要事項
（6㌻左参照）、ファクス番号、障
害の状況、介助者の有無を記入
し、3月30日㈫（必着）までに、同
センター（〒732-0052 東区光町
二丁目1-5）へ。抽選12人
問同センター（Ｔ261-2333、Ｆ
261-7789）
休水曜日、3月21日

障害者公共交通機関利用
助成申請は３月末まで
対次のいずれかに該当する人
（申請済みの人は手続き不要）
●令和元年9月2日～2年9
月1日に、新たに障害者手帳を
取得したか障害等級が変わった
●令和2年6月か10月に、市か
ら申請書が届いたが返送してい
ない
申届いた申請書を、3月31日㈬
（消印有効）までに、同封の返信
用封筒で返送を
※重度障害者福祉タクシー利用
助成は除く
問障害福祉課（Ｔ504-2147、Ｆ
504-2256）、精神保健福祉課（Ｔ
504-2228、Ｆ504-2256）

要支援高齢者等交通費助
成申請・変更は3月末まで
対令和2年9月1日時点で市内
に在住の65歳以上の要支援者か
要介護者（障害者公共交通機関
利用助成対象者などを除く）
申新規申請は、届いた申請書を
3月31日㈬（消印有効）までに、
同封の返信用封筒で返送を。変
更・申請の取り下げは、3月31日
㈬までに、チケットを持って、高
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あげくらやま

20日 揚 倉山健康運動公園を調査！
27日 放送休止
21日 薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」
28日 ジェネリック医薬品でお薬代を節約

＊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

齢福祉課か区福祉課へ
問高齢福祉課（Ｔ504-2143、Ｆ
504-2136）

高齢者いきいき活動ポイ
ント手帳（緑色の表紙）の
提出は３月末まで
使用期間が令和元年9月1日
～2年8月31日の高齢者いきい
き活動ポイント手帳は、ポイン
トをためている場合、3月31日
㈬（必着）までに、事前に送付し
ている所定の返信用封筒で郵送
か、直接、高齢福祉課へ持参して
ください。
※表紙が黄色のポイント手帳の
提出期限は来年の3月末
問同課（T504-2143、F504-2136）

医療関係者向け手話講習会

T253-7710、F505-5122）

講座・講習会
①すぐに使えるワード講
座、②すぐに使えるエク
セル講座
対パソコンの基本操作ができる
人
日4月16日～6月25日の隔週金
曜日①午前10時～正午、②午後
1時半～3時半。各全6回
【①②の場】合人社ひと・まちプ
ラザ
【①②の￥】各7,000円（テキスト
代込み）
【①②の申】往復はがきかファク
スに、必要事項（6㌻左参照）を
記入し、4月5日㈪（必着）まで
に、同プラザ（〒730-0036 中区
袋町6-36）へ。抽選各20人
問同プラザ（T545-3911、F5453838） 休3月15日
う え だ そ う こ

上田宗箇流茶道教室
対18歳～30歳
日4月3日㈯から原則毎月第1
土曜日の午後1時～5時半。全
12回
（中区基町5-61）
場青少年センター
￥月額1,000円
申3月31日㈬までに、同セン
ター（T228-0447、F228-7074）
へ。先着10人
休火曜日、3月21日

能楽入門講座
うたい

流派）、応募動機を、6月7日㈪
（必着）までに、文化財団事業課
（〒730-0812 中区加古町4-17）
へ。選考30人
問同課（Ｔ244-0750、
Ｆ245-0246）

ご利用を
暮らしとこころの相談会
日3月23日㈫、24日㈬の午前10
時～午後5時
場広島駅南口地下広場（南区松
原町9-1）
内弁護士などの専門家による、
生活苦、借金問題、労働など暮ら
し・生活に関わる総合相談
問反貧困ネットワーク広島（T
090-4890-1579 平日午前10時～
午後5時（正午～午後1時を除
く）、F228-0418）

お知らせ
赤十字活動資金募集のご協
力ありがとうございました
災害救護や国際活動など日本
赤十字社の活動は、皆さんからの
活動資金により支えられ、今年度
も、市民の皆さんから約6070万円
の活動資金が寄せられました。活
動資金の受け付けは随時行って
います。今後ともご協力をお願い
します。
申日本赤十字社広島県支部広島
市地区本部（市役所地域福祉課
内）、同本部各区地区（区生活課
内）へ
問同本部（Ｔ504-2137、Ｆ504-2169）

能楽の基本である謡の実技を
対医療に従事している人、将来
従事を希望する人
学び、その成果を「市民能楽のつ
協会けんぽ広島支部の
どい」で披露してみませんか。
日5月6日～10月28日の木曜
保険料率が変わります
日、午後7時～8時半。全25回
対15歳以上の人
中小企業などで働く人やその
場中区地域福祉センター（中区
日7月1日～11月4日の原則毎
家族を対象とした健康保険「協会
大手町四丁目1-1）
週木曜日、午後6時半～8時。全
けんぽ広島支部」の保険料率が、
17回
￥7,000円（資料代含む）
令和3年3月分（4月納付分）か
申ファクスに、必要事項（6㌻左
場JMSアステールプラザ（中区
ら、次のように変わります。
参照）と勤務先の医療機関名、職
加古町4-17）
【健康保険料率】
種を記入し、県手話通訳問題研
￥4,000円
10.01％→10.04％
究会へ。先着25人
【講師】金剛流・木村ゆかり氏・
問同会（Ｔ568-6770、
Ｆ568-6771） 岩 崎泰 子氏・井 手口富 美子氏・ 【介護保険料率】
古谷真理氏
1.79％→1.80％
国民年金保険料が４月か
※詳しくは協会けんぽHPで
申はがきかファクスで、必要
ら変わります
事項（6㌻左参照）、ファクス番
問全国健康保険協会広島支部（Ｔ
来年3月分までの同保険料
号、経験の有無（経験者は年数と
568-1014、Ｆ568-1130）
は、月額1万6610円（前年度より
サンプラザスポーツ教室
月70円の増額）になります。口座
コース名（全20回）対象 曜日 開催期間
時間
定員
会費
振替、クレジットカードでの納
人
13：30～15：30
各15
硬式庭球（初級） 18歳 月･水 4/5～6/23
各
付は事前に申し込みが必要で
18：30～20：30
以上
3万3000円
す。詳しくはお問い合わせを。
硬式庭球（経験者）
火･木 4/6～6/24 18：30～20：30 20
問最寄りの年金事務所（広島東
申3月15日㈪午前9時から、会費を持って、同施設（西区商工センター三
T228-3131、F221-3042、広島西
丁目1-1）へ。先着順 ※定員未満は中止の場合あり
問同施設（Ｔ278-5031、Ｆ278-1704）
T535-1505、F535-1506、広島南
いわさき や す こ
ふ る や

ま

い で ぐ ち

ふ

み

こ

り

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

対象／職務内容／給与・報酬／採用見込みなど。 は3月末
までの取得・卒業などの見込み、 は期末手当あり、 は
交通費別途支給あり。6月1日採用予定
学校教育法に基づく大学を卒業し、次のいずれかに
該当する人（ ） ①社会福祉か心理学の専門課程
を専攻 ②児童福祉業務か青少年の相談業務に2
青少年総合相 青少年教育相談
年以上従事 ③小・中・高等学校いずれかの教員免
談センター 員
許を持つ ④①～③と同等以上の知識と経験があ
（中区）
（会計年度任用）
ると認められる／いじめ、不登校、ひきこもり、友達
関係などの青少年に関する相談など／1日5時間45分
） ）／若干名
勤務で月額約16万4900円（ （
介護支援専門員などの資格を持ち、居宅介護支援
事業所、障害福祉サービス事業所などで管理者や
障害福祉サービ
障害自立支援
サービス提供責任者などとして1年以上勤務した
ス検査員
課
経験がある人／障害福祉サービス事業者などに対
（会計年度任用）
する訪問指導業務／1日5時間45分勤務で月額約16
（ ）／若干名
万8000円（ ）
業務場所

職名

試験日 締切日

申込先

1次
教育委員会
3/30㈫ 3/26㈮ 育成課
2次 （必着）Ｔ242-2013
5/6㈭
Ｆ242-2018

障害自立支
4/14㈬ 援課
4/22㈭
（必着）Ｔ504-2841
Ｆ504-2256

