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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!

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）、コース、対
象、性別、小学生は学校名を記入し、3月27日㈯（必着）までに、各施設へ。
抽選。定員未満は中止の場合あり　休火曜日
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南区スポーツセンター　　（〒734-0032 南区楠那町7-31� T251-7721）
③東雲屋内プール　　　　　（〒734-0022 南区東雲三丁目16-3� T286-6909）
④出島屋内プール　　　　　（〒734-0013 南区出島一丁目32-92� T254-2891）
⑤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）
⑥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）
⑦湯来体育館　　　　　　　（〒738-0512 佐伯区湯来町白砂1215-1�Ｔ0829-40-5100）
⑧クアハウス湯の山　　　　（〒738-0601 佐伯区湯来町和田443� T0829-83-1198）
施設 教室名 コース 対象 曜日 期間 回数 時間 定員 参加料

●①

水泳 昼1 ※1 月 4/19～6/28

各
10

17：00～18：30
人

各
24

円
6,600小学生 水 4/21～6/30

リラックスヨ
ガ 夜1 中学生以上 土 5/8～7/24 19：45～20：45 4,400

ピラティス 朝1 18歳以上 木 4/22～9/9
（隔週） 10：00～11：30 20 5,100

●②
エアロビクス 月 4/19～6/28 各

30
各

4,100
夜1

中学生以上 土 4/24～6/26 19：00～20：30
柔道 小学生以上

月
木 4/19～7/1 20 18：00～19：30 14 10,600 

剣道 夜1 水 4/14～6/23

各
10

28 5,600 

●③ 水泳

朝1 18歳以上 金 5/7～7/9 10：15～11：45 24
各

6,600昼1 月 5/10～7/12 14：00～15：30 12
50歳以上 木 5/6～7/8 24

夜1 中学生以上 日 5/9～7/11 18：00～19：30 12

●④

水慣れ 昼1 ※2 月 5/10～6/7 5 17：00～18：00 各
24

3,000

水泳

朝1 18歳以上 水 4/21～9/22 15 10：30～12：00 9,500

小学生

日 5/9～7/11
各
10

11：00～12：30
各
36

各
6,600

昼1 水 5/12～7/14
16：45～18：15昼2 木 5/6～7/8

昼3 金 5/7～7/9
中級
夜1 ※3

土

4/10～9/4 20 19：00～20：30 12 12,600

●⑤

水慣れ
朝1

※4 5/8～6/5 各5
9：30～10：30 各

10
組

各
3,400朝2 11：00～12：00

朝1 小学生 5/8～7/10

各
10
 

10：00～11：30 12

各
6,600水泳

昼1 ※2 金 4/16～6/18 17：00～18：30 各�
24※1 水 4/21～6/30

夜1 ※5
土

5/15～7/17 19：00～20：30 各
12中級

昼1 ※6 5/8～7/10 17：00～18：30
ピラティス 夜1 18歳以上 月 5/10～7/12 19：00～20：30 20 5,100

体操 昼1 ※2 木 5/13～7/15 15：30～17：00 各
24

各
6,100※1 17：15～18：45

●⑥

水泳

朝1 18歳以上 月 5/10～7/12 10：00～11：30 12

各
6,600 
 

昼1 ※2 木 5/6～7/8 15：30～17：00
各�
24小学生

17：00～18：30
昼2 金 5/7～7/9
昼3 月 5/10～7/12
中級
昼1 ※7 水 5/12～7/14 12

アクアビクス

昼1

18歳以上 13：30～15：00 16 5,700
体操 小学生 木 5/6～7/8 17：15～18：45 24 6,100
ヒップホップ
ダンス

※8 水 5/12～7/14 17：00～18：00 各
12

各
5,500※1 金 5/7～7/9

●⑦

ズンバ

夜1 18歳以上 木 4/15～6/24

19：45～20：45
各
30

各
3,200 

キックボクシ
ングエクササ
イズ＆ピラ
ティス

20：50～21：50

●⑧ 水泳 昼1 小学生 金 4/16～7/9 12 17：00～18：00 36 15,400
※1：小学校3～6年生、※2：小学校1・2年生、※3：クロールで50㍍以上泳
げる18歳以上、※4：3歳以上の幼児と保護者、※5：18歳以上の経験者、※6：
クロールで25㍍以上泳げる小学生、※7：クロールで25㍍以上泳げる小学
校3～6年生、※8：年中～小学校2年生　いずれも新学年

各スポーツ施設のスポーツスクール

曲がりにくくよくしなる、最高の布通り
を追求した「針ものがたり」から、普通地
用の「三ノ四」と、直線文様を刺すのに最
適な「刺し子針 Big�Eye�Straight　細番
手」のセットです。商品の問い合わせは、
同社（TR0120-21-1420、F238-5358）へ。

針ものがたり／チューリップ㈱

Q アルコールやギャンブルなどを「やめ
たくてもやめられない」状態になる病
気は？

申はがきに、住所、氏名、年齢、電話番号、性別、応募の号、答え（2文字）、
本紙のご意見・ご感想、良かったと思うページを必ず記入し、3月31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6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（4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

○○症

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

〒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

ヌマジ交通ミュージアム T878-6211
フ878-3128

●被爆電車車内公開
日3月20日㈷午前10時半～正
午、午後1時半～3時
※悪天候時中止の場合あり
●ドライバーズビジョン
日3月27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
●ビークルシアター「ザ・緊急
自動車」
対幼児～小学生向け
日4月3日㈯、4日㈰の午前11
時、正午、午後2時、3時から各
25分
申当日同館で。先着各12組（1組
4人まで）

〒730-0011 中区基町21-1
観覧料 大人370円、高校生*・シニア180円
休なし

広島城天守閣 T221-7512
フ221-7519

●収蔵品展「文人たちの書」

日4月10日㈯～6月13日㈰
内江戸時代に活躍した文人（教
養人）たちの書を中心とした作
品や人物像を紹介

〒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、3/16、23

江波山気象館 T231-0177
フ234-1013

①サイエンスワークショップ
「星の蓄光プラバンストラップ」
日4月3
日㈯、4日
㈰、24日㈯
の午前11
時、午後2時から
内星型の蓄光プラバンと紫外線
で色が変わるビーズでストラッ
プを作る
￥80円
②サイエンスショー
「びっくり実験大集合！」
日4月10日㈯、11日㈰、17日㈯、
18日㈰、29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
【①②の申】3月25日㈭から同館
HPで。先着各回①9人、②25人

岡本貞喬筆「牡丹図」　寺田臨川賛　広島城蔵

〒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（4/2、9は開園）

植物公園 T922-3600
フ923-6100

●洋ラン栽培講習会
日3月21日㈰午後1時半～2時半
内春の特別ラン展で飾った鉢
で、花後の管理を解説
申当日同園で。先着100人
●職員による植物うんちく語り 
日①3月27日㈯午前11時から、
②4月13日㈫午前11時から
内①「春の妖精に会いに行こ
う！！」をテーマに植物の解説、�
②「園内のサクラ」をテーマに植
物の解説
申当日同園で。先着各100人
●さくらまつり

日3月27日㈯～4月18日㈰の
土・日曜日
内桜観賞会、写真撮影講習会な　

　ど

●桜と光の夕べ（夜間開園）
日3月27日㈯、4月3日㈯、10日
㈯の午後4時半～8時（入園は
午後7時半まで）
内夜桜のライトアップ、コン
サートな　

　ど

●ボタニカルアート作品展
日4月3日㈯～5月5日㈷
●さくら写真撮影講習会
日4月3日㈯、10日㈯の午後1
時～3時
内初心者向けにサクラの写真の
撮り方を指導
持カメラ、あれば三脚
申当日同園で。先着各20人
●ジュニアプロジェクト
対幼児～小学校低学年
日4月11日㈰午前11時～正午、
午後1時半～2時半
内ボランティアが指導する自然
遊びを通して、生き物の知恵や
自然界の不思議を体験
申当日同園で。先着各20人

関山

〒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（4/7、14は開園）

ひろしま遊学の森
（森林公園）

T899-8241
フ899-8491

●森林公園の催し
①チャレンジラリー
日3月28日㈰午前10時～午後2
時
内園内で、いろいろな課題に挑
戦しながらゴールを目指す
②サクラメンコで遊ぼう
日4月3日㈯午前10時～正午、
午後1時～3時
内オリジナルメンコを作って遊
ぶ
【②の申】当日会場で。先着100人
●こんちゅう館の催し
①むしむしクイズラリー
日4月3日㈯、4日㈰の午前10
時～正午、午後1時～3時
②バックヤードガイド「飼育室
ツアー」
日4月10日㈯午後1時半～2時
半
③虫さがし「春のめざめ」
日4月17日㈯、18日㈰の午前10
時半～11時半
内同館周辺で春の虫を観察

【①～③の申】①当日会場で、②
③Eメールで、4月②1日㈭、③
8日㈭までに、同館へ。①先着
100人、②③抽選各日25人

青少年野外活動センター T835-1444
フ835-1445

〒731-1171 安佐北区安佐町小河内5135
休月曜日

●おやこ農園
対小学生を含む家族（新小学生
も可）
日5月16日、6月6日、7月18
日、9月5日、10月17日、11月14
日の日曜日。全6回
※上記以外に、管理作業で来所
の必要あり
内年間を通して、野菜の植え付
け、管理、収穫作業な　

　ど

￥1組4,600円と保険料（1人
800円）
申郵送で、参加者全員の必要事
項（6㌻左参照）、性別、学校名・
新学年を記入した用紙と、84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、3
月31日㈬（必着）までに、同施設
へ。抽選20組

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。

●2月15日号のクイズの答えは「口」、応募総数は185通でした

催しもの
■7㌻にも掲載

子育てのグループカウン
セリング

　妊娠・出産・子育てについて、
心理カウンセラー・宇治木敏子
氏によるカウンセリング。
対女性
日3月23日㈫午前10時～正午
場ゆいぽーと（中区大手町五丁
目6-9）
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3月16日㈫ま

で。先着6人
問同施設（T248-3320、F248-
4476）
休月曜日、3月20日

体験テニス教室

対18歳以上
日4月9日㈮午前10時～正午
場広島翔洋テニスコート（中区
基町2-18）
￥800円
申3月15日㈪午前9時から、電
話で同施設へ。先着20人
問同施設（T224-2191、F224-
2192）
休水曜日


