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聖火リレーセレブレーション

対県内に在住の人
日5月17日㈪18:45から
場国際会議場
内市や東京2020組織委員会に
よる聖火到着を祝うイベント
申所定の申込書を、4月25日㈰
（必着）までに、同セレブレー
ション受付事務局へ。申込書は
市役所市民ロビー、区役所、市
HPなどで。抽選240人
問電090-4145-2756、フ221-7039

市民サロンコンサート

日4月21日㈬12:20から
場JMSアステールプラザ
内ピアノの演奏
申当日会場で、11:20から整理
券配布。先着60人
問文化財団事業課(電244-0750、
フ245-0246)

親子で食・農体験

対親子
日5月8日､6月12日､9月25日､
11月6日の㈯、10:00～14:00｡
全4回
場湯来農村環境改善センターな　

　ど

内米、サツマイモなどの植え付
け、収穫、調理
￥1家族5,000円と、１人につき
中学生以上800円、4歳～小学
生400円
申往復はがき（〒738-0602 
佐伯区湯来町麦

むぎ た に

谷2501）に、
参加者全員の必要事項（6㌻

施設名 期間 問い合わせ
東雲屋内
プール

4/18㈰
～23㈮ 電フ286-6909

※プール清掃などのため

対③年中・年長の子どもと保護者
催し名 開催日

①みどりの日・植物
園の日記念行事 5/4 ㈷

②ローズフェスティバル 5/8～23の㈯・㈰

③先生と子どものた
めの森の幼稚園

6/6㈰
10:00～11:30､
13:30～15:00

内①コンサート、オリエンテーリ
ングな　

　ど。入園料無料（駐車場は
有料）、②ガイドツアー、バラ講
習会な　

　ど、③お山に登ろう
￥③100円／人
申③同園HPか往復はがきに、
参加者全員の必要事項（6㌻左）
を記入し、5月10日㈪（必着）まで
に。抽選各5組程度（定員各16人）

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4月15日㈭9:00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(電222-2513、フ222-7971)、②安佐（電879-1512、フ879-
1542）、③佐伯(電922-8424、フ924-8870)
休4月29日、5月3日～5日、①②㈰、③㈬、5月6日
施設 講座名 曜日 期間 (回数 ) 時間 参加費定員

①
チューブエクササイズ 木 5/6~6/3(5)

19:00～21:00
円

-

人

各
10美眉メイクレッスン 金 5/21(1)

②
魅惑の珈琲講座 土 6/5(1) 10:30～12:30､

14:00～16:00 800 各
6

5日で身につく簿記基礎知識 木 6/3~7/1(5) 19:00～20:30
-

10

③
ゆかたの着付け教室

火
5/18､25(2)

19:00～21:00
10

日本舞踊講座 6/1~22(4) 5

【その他の講座】②ととのえるYOGA時間（6/12㈯から夜2回）、③美文
字講座（6/7㈪から夜2回）、保存食・常備菜を作ってみよう（6/27㈰昼1
回）　※詳しくは各数字の問へ

ユーストピア（勤労青少年ホーム）の講座

左）と日中の連絡先、アレル
ギーなどを記入し、4月26日㈪
（必着）までに。先着10組
問電フ0829-83-1371
休㈫

①ネイチャーサイエンス
「江波山たんけん隊-
？いっぱい 江波山で遊ぼう-」
日4月25日㈰14:00～15:30
内江波山公園内の自然を素材
に観察やゲーム ※天候により
館内
￥50円
②サイエンスワーク
ショップ「ネコの蓄光
プラバンストラップ」
日5月4日㈷、5日㈷
の11:00､14:00か
ら
￥各100円
申4月①17㈯、②
25日㈰から同館HP
で。先着①15人（小学生以下は
保護者同伴）、②各9人

●園芸教室①はなづくり
講座、②シャクナゲ講座
日5月①3日㈷～5日㈷、②30日
㈰の13:00～15:00
内①春のコケ玉づくり、②シャ
クナゲの夏へ向けての管理
￥①各日 500 円
申①電話で、②必要事項(6㌻
左)を記入し、往復はがき（1
人1枚）で②5月12日㈬（必着）
までに。①先着各15人、②抽
選15人

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

〒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㈮

植物公園 電922-3600
フ923-6100

催しなどに関する
お知らせ

6ページ 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。

臨時休館

●森林公園の催し
対②高校生 * 以下。保護者同
伴可

催し名 日時
①自然観察会（植
物編）

5/2㈰
13:30～14:30

②木の葉さがし
ゲーム

5/4㈷
9:00～15:00

③親善グラウンド
ゴルフ大会

5/12㈬
10:00～14:00

※いずれも雨天中止
申①②当日会場で。③参加費
500円を持って直接、4月30日㈮
までに。先着①50人、②300人、
③男女各100人
●こんちゅう館の催し

催し名 日時

バックヤードガイド
「樹木園ツアー」

5/①15㈯､
②22㈯の
13:30～14:30

虫さがし「花に集ま
る虫」

5/①16㈰､
②23㈰の
10:30~11:30

申Eメールで、5月①6日㈭、②
13日㈭までに。①②抽選各回
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㈬(5/5､12は開園)

ひろしま遊学の森
（森林公園）

電899-8241
フ899-8491

〒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㈪(5/3は開館)､4/30､5/6

江波山気象館 電231-0177
フ234-1013

①初心者のための野外活動ボ
ランティア講座
対18歳以上（高校生は除く）
日5月8日㈯・9日㈰、6月26日
㈯・27日㈰（1泊2日）
内初心者でも楽しめる自然体
験活動などを通じて、野外活
動や子どもとの関わり方を学
ぶ
￥各1,800円
②のびたファーム
対小学生
日5月29日、9月25日、10月23日
の㈯（日帰り）、12月11日㈯・12
日㈰（1泊2日）。全4回
内米作りなどの農業体験な　

　ど

￥3,500円
申①②必要事項(6㌻左)、性
別、職業か学校名、②は保護者
名も記入し、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、4月①23日㈮、
②24日㈯(いずれも必着)まで
に。抽選各①30人、②48人

青少年野外活動センター 電835-1444
フ835-1445

〒731-1171 安佐北区安佐町小河内5135
休㈪(4/26は開所)､4/30､5/4~6

①家族プールカヌー体験デー
対小・中学生を含む家族
日5月1日㈯10:30～12:00､
13:50～15:20  ￥96円
②似島わくわくキャンプ
対小学校4～6年生
日5月22日㈯・23日㈰（1泊2日）
内野外炊飯、ウオークラリーな　

　ど

￥3,500円／人
申①電話で、②郵送で、参加者
全員の必要事項(6㌻左)、性別、
学校名を記入し、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、②4月23
日㈮(必着)までに。①先着各60
人、②抽選24人

似島臨海少年自然の家 電259-2766
フ259-2767

〒734-0017 南区似島町東大谷182
休㈪､4/30､5/4~6

●ビークルシアター
対幼児～小学生向け
上映作品 開催日 時間

ザ・新幹線 5/1 ㈯、
2㈰

11:00､
12:00､
14:00､
15:00 から
各 25 分

ザ・建設の
車

5/3 ㈷～
5㈷

申当日同館で。先着各12組（1組
4人まで）
●ちびっこ教室「紙コップUS-2」
対幼児～小学生と保護者
日4月18日㈰、5月3日㈷の11:00､
14:00から各45分
￥各50円
申当日1時間前から30分間会
場で抽選券配布。抽選各12組
（1組4人まで）

〒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㈪(5/3は開館)､5/6､7

ヌマジ交通ミュージアム 電878-6211
フ878-3128

●屋外でのおはなし会
対幼児・小学生（未就学児は保
護者同伴）
日4月24日㈯、5月2日㈰の10:00
～11:00（雨天中止）
内絵本の読み聞かせと簡単な
遊びな　

　ど

申当日15分前から同館前で。
先着各15組

5
ファイブデイズ

-Daysこども図書館 電221-6755
フ222-7020

〒730-0011 中区基町5-83
休㈪(5/3は開館)､4/30､5/6

ひろしま市民と市政 くらしのガイド 令和３年（2021年）４月１５日

本醸造濃口醤油に鰹と昆布のだしを加え、
塩分を控えたマイルドなかけ専用醤油のボ
トルタイプのセットです。商品の問い合わ
せは、同社(電848-0008、フ848-0168)へ。

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、４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８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(５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

ザ・広島ブランド
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

Present!

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

天然かけ醤油（１本）と天然かけ醤油減塩タイプ
（２本）の詰め合わせ／川中醤油㈱

Q 人権問題への理解を深めるための研修
の場に、市から派遣している講師は？ 人権○○指導員

花みどり公園 電837-1247
フ837-2938

〒731-3362 安佐北区安佐町久地2411-1
休㈫(5/4は開園)､5/6

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 )、コース、対象、
性別、小学生は学校名を記入し、4月 24 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㈫
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電222-1860）
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 電222-1860）
③南区スポーツセンター   　（〒 734-0032 南区楠那町 7-31電251-7721）
④東雲屋内プール　 　 　（〒 734-0022 南区東雲三丁目 16-3電286-6909）
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 電848-2411）
施設 教室名 コース 対象 曜日 期間 回数 時間 定員 参加料

① 水泳（スター
ト＆ターン）

中級
朝1 ※1 月 5/31～6/28 5 10:00～11:30 人

24
円

3,400

②

きたえよう ! 
骨盤底筋 昼1 18歳以上

の女性 木 5/20~7/29
各
10

13:30～14:30 18 4,400

水泳
朝1 18歳以上 水 5/12～7/14 10:30～12:00 12

各
6,600

昼1 ※2 金 5/7～7/9 17:00～18:30 24

夜1 中学生以上
19:00～20:30

各
12

③
バドミントン

木 5/13~7/1 各
8 19:00～21:00卓球

体操 昼1 ※3 5/13~7/15 10 16:00～17:30 24 6,100

④

親子水慣れ 朝1 ※4 日 5/16～6/13 各
5

10:15～11:15 各
8 組

各
3,600朝2 11:30～12:30

水慣れ 初心
昼1

小学校
1年生 木 5/6～6/3 15:45～16:45

各
12

3,000

水泳

朝1

小学生

土 5/8～7/10

各
10

10:30～12:00
各
6,600

朝2 日 5/9~7/11昼1 16:00～17:30
昼2 木 5/6～7/8 17:15～18:45 各

24昼3 金 5/7～7/9

⑤
ヨガ 夜1 18歳以上 水 6/2～8/4 19:00～20:30 20 5,100
ベビーヨガ 朝1 ※5 金 6/4～7/16 7 10:30～11:30 12組 4,200

※1:4泳法で各25㍍以上泳げる18歳以上、※2:小学校1・2年生、※3:小学校1
～3年生、※4:3歳以上の幼児と保護者、※5:3カ月以上の0歳児と保護者

各スポーツ施設のスポーツスクール




