区報あさみなみ

令和3年（2021年）5月1日

ひろしま市民と市政

原爆被害対策部援護課
電504-2195

フ504-2257

■被爆者健康診断
期日

●区役所各課への問い合わせ・
申し込みは、5月6日㈭からお願
いします
●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

健 康

地域支えあい課

電831-4942

フ870-2255

注
■⑤子宮頸がん検診 ■
、
注
⑥乳がん検診 ■
対⑤受診時に20歳以上、⑥年度
末で40歳以上の女性。いずれも
受診は2年に1回

期日

7/15㈭

会場

時間

イオンモール
10：00～12：30
広島祇園

7/16㈮ 沼田公民館
7/19㈪ 戸山公民館
7/29㈭ 大塚公民館

9：30～11：00
9：00～11：30

9：00～11：00

￥1,100円
申電話で、集団検診予約ダイヤ
ルへ。先着順

区総合福祉
センター
緑井集会所

祇園西公民館 9：30～11：30

6/ 9㈬ 長束集会所
6/11㈮ 東野公民館

※肺がん検診を同時に受診可
■被爆者がん検診

日5月26日㈬13：30～15：30
場区総合福祉センター
内DVD「統合失調症の人の回復
力を高める家族のコミュニケー
ション」の視聴と懇談
問電話で同課へ

会場

時間

【胃がん】
9：00～10：30
5/17㈪ 戸山公民館 【肺がん】
9：00～11：30
13：00～14：30
5/19㈬ 安公民館

5/24㈪

【胃がん】
9：00～10：30
【肺がん】
9：00～11：30
13：00～15：00

区総合福祉
センター
【胃がん】

9：00～10：30
【肺がん】
9：00～11：30

6/ 2㈬ 祇園西公民館
6/11㈮ 東野公民館

申胃がん検診の予約は、電話で

子育て

地域支えあい課

電831-4944 フ870-2255

■健康相談室
乳幼児の身長・体重測定や育
児相談、成人の血圧測定、
尿検査、
健康相談も行います。
地区

■地域子育て相談ダイヤル
0歳～就学前の子育ての相談
に電話、ファクス、面接で応じま
す。
日㈪～㈮（㈷・㉁、年末年始は除
く）の8：30～17：00
場区総合福祉センター
申面接のみ電話で同支援セン
ターへ

常設型 子育てオープンスペース
オアシスあさみなみ
電 フ877-2146
（区総合福祉センター）

子どもたちを自由に遊ばせな
がら、親同士が子育ての情報を
交換できる場です。
対おおむね3歳未満の乳幼児と
保護者
日㈪～㈮（㈷・㉁、年末年始は除
く）の10：00～15：00
内親子遊び、交流、相談、子育て
情報提供など
申利用日2日前から母子手帳ア
プリ「母子モ」か電話で。詳しく
は区HPで
■5月の行事
期日

行事

時間

ぴよぴよルーム
5/ 6㈭（第1子の0歳児限
定・先着12組） 10:00～

11:30

食育相談
5/11㈫
（先着5人）

ふれあいあそび 10:30～
5/14㈮
＆交流タイム
11:00
子育て相談
5/19㈬
（先着5人）

10:00～
11:30

5/20㈭ 育児講座

13:30～
14:00

5/14㈮ 佐東老人いこいの家

食育相談
5/25㈫
（先着5人）

10:00～
11:30

5/24㈪ 八木集会所

5/31㈪ おはなし会

11:00～
11:30

期日

会場

5/25㈫ 川内集会所
5/12㈬ 区総合福祉センター
5/21㈮ 安東公民館
5/27㈭ 東野公民館
6/ 7㈪ 安公民館

安佐南区防災講演会

日6月5日㈯10：00～11：30
場区役所
内新型コロナウイルス感染症
時代の避難所運営について
※講演会の模様は後日、
市公式
YouTubeチャンネルで公開予
定 【講師】安佐南保健セン
ター長（医務監）
・奥野博文氏
申5月21日㈮までに電話で。抽
選50人
問地域起こし推進課（☎8314926）
ユ ー チ ュ ー ブ

5/ 7㈮ 祇園西公民館
5/10㈪ 原集会所

お く の ひろふみ

6/ 4㈮ 祇園西公民館
沼田

7/30㈮ 祇園公民館

6/ 2㈬

祇園

9：00～11：30

5/24㈪

安古市

7/29㈭ 大塚公民館

5/19㈬ 安公民館

佐東

よんもく

時間

9：30～11：30
13：00～14：30
9：30～11：30
13：00～15：00

5/17㈪ 戸山公民館

期日

￥⑤1,000円、⑥1,500円
検診などを受診の際には、4
月中旬にお届けした「受診券」 申電話で、集団検診予約ダイヤ
を持ってきてください（受け
ルへ。先着順
取っていない人は、事前に連
注 のついた健診などを受診す
■
絡を）。5・6月分の検診の空き
る人へのお知らせ
状況や下記の予約が必要な検
生活保護世帯・市民税非課
診は、集団検診予約ダイヤル
税世帯・70歳以上のいずれか
（T504-2298、F504-2258 平
であることを証明するもの
日の9：00～16：30）へ。次号で
（保険証など）
か後期高齢者医
は、予約開始日の都合上、8月
療被保険者証を持ってきた人
分の検診を掲載します。
は無料です。
■①健康診査
（特定健康診査、後
期高齢者の健康診査など） 、 ■いきいき健康生活相談
注
②肺がん･大腸がん検診 ■
医師、保健師、管理栄養士が生
、
③結核健康診断
活習慣病や食生活の改善につい
対今年度末で①②40歳以上、③ て相談に応じます。
65歳以上。①は国民健康保険被 日5月12日㈬9：00～11：00
保険者と後期高齢者医療被保険 ※高血圧に関する相談日
者など
場区総合福祉センター
期日
会場
時間
申電話で同課へ
■認知症の人と家族の会
7/ 2㈮ 祇園西公民館 13：30～14：30
認知症の人を介護している人
7/ 4㈰ 祇園公民館
9：00～11：00
が、日頃の悩みを語り合い、気分
転換を図る場です。
7/ 7㈬ 区役所
13：30～14：30
日5月26日㈬13：30～15：00
イオンモール
7/15㈭※
場区総合福祉センター
10：00～12：30
広島祇園
内座談会「日々の困りごとにつ
7/15㈭ 祇園公民館
いて」
13：30～14：30
申電話で同課（☎831-4568）へ
7/28㈬ 安公民館
■男性介護者のつどい「4木の会」
7/29㈭※ 大塚公民館
9：00～11：30
介護をしている男性同士で介
護の苦労話や疑問、知識、知恵な
7/29㈭ 祇園西公民館 13：30～14：30
どを話し合います。
￥①③無料、②各400円
日5月27日㈭13：00～15：00
持①～③受診券と保険証
場区総合福祉センター
申当日会場で。※の日は、予約が 内座談会「介護者が病気になっ
必要です。電話で、集団検診予約 たときは？準備は？」
ダイヤルへ。先着順。大腸がん検 ￥100円
診の採便容器は、受診券に同封 申電話で同課（T831-4568）へ
しているはがきで請求を（約2週
地域支えあい課
電831-4944 フ870-2255
間後に届きます）
注
■心の健康相談
■④胃がん検診（X線検査）■
本人やその家族の相談に専門
対今年度末で40歳以上（昨年度、
市のがん検診券を利用して胃内 医が応じます。秘密厳守。
視鏡検査をした人は対象外）
日5月13日㈭、27日㈭の13：30～
期日
会場
時間
15：00
7/ 4㈰ 祇園公民館
9：00～11：00 場区総合福祉センター
申電話で同課へ
イオンモール
7/15㈭
10
：
00～12
：
30
■精神障害者を支える家族の
広島祇園

勉強会

会場

5/11㈫ 下伴集会所
5/19㈬ 沼田公民館
5/20㈭ 大塚公民館

【受付時間】9：30～11：00
持母子健康手帳か健康手帳
申利用日1週間前から母子手帳
アプリ「母子モ」か電話で同課
へ。詳しくは区ＨＰで

献血にご協力を

期日

会場

時間

区総合福祉
センター
10：00～12：30
ゆめタウン 13：30～16：00
5/22㈯
祇園
5/14㈮

5/29㈯ 東野小学校

9：30～16：00

催 し

安佐南区地域子育て支援センター
電 フ877-2146

犬の登録受け付け
と狂犬病予防注射
を実施します

期日

地域起こし推進課

電831-4926 フ877-2299

■安佐南区役所“小さな音楽会”
広島文化学園大学音楽学科の
学生による演奏会です。
日5月19日㈬12：20から
場区役所
内トロンボーン四重奏「ハナミ
ズキ」など。来場者にはマリー
ゴールドの花苗をプレゼント
申電話で。先着60人

マエダハウジング安佐南区図書館
電879-5060 フ879-8536
休月曜日（3日を除く）、6日㈭、28日㈮

■子ども映画上映会とおはな

し会

対幼児・小学生と保護者
日5月15日㈯11：00から
場区民文化センター大広間
内映画の上映と絵本の読み聞か
せなど
申5月1日㈯9：00から直接か電
話、ファクスで。先着20人（保護
者含む）
■0・1・2才のおはなし会
日5月8日㈯、27日㈭の11：00か
ら。入場時間厳守
内絵本の読み聞かせや手遊びなど
申当日10：30から、同館で整理券
配布。先着10人（保護者含む）

スズメバチの巣に要注意

初期の巣は市販のハチ駆除
用スプレーで駆除することが
できます。巣が小さいこの時
期に、家の周りをチェックし
ましょう。
◆点検場所
・屋根の軒下・生け垣や庭木
・通気口付近・床下、戸袋
・屋根裏（天井裏）
◆初期の巣の特徴
徳利を逆さに
したような形、
人の握りこぶし
ぐらいの大きさ
◆大きな巣を見
つけたときは
自己判断で駆除すると大変
危険です。まずは、専門業者や
下記の担当課にご相談を
問保健所環境衛生課（☎2417408、Ｆ241-2567）、保健所安
佐南区分室（☎831-4563、Ｆ
877-2299）
とっくり

会場

平和台公園

令和3年広島県交通安全年間スローガン 「ゆとりある 心と車間の ディスタンス」
歩行者を守ろう！！ 「みんなで歩行者事故ゼロプロジェクト」推進中
問安佐南警察署交通課（☎874－0110）

時間

10：20～10：40

高取公園（下の公園） 11：00～11：20

生後91日以上の犬は、
相田第六公園
市への登録と年1回の狂 5/11㈫
グリーンハイツ公園
犬病予防注射が義務付け
られています。
安東上第二公園
※雨天決行
第二毘沙門台東集会所
￥登録3,000円、注射3,170
平山神社ちびっこ広場
円から（注射済票交付料
山本集会所
620円、
注射料2,550円）
南下安第一公園
問動物管理センター
5/21㈮
（☎243-6058、
東野集会所
Ｆ243-6276）

※400ml献血のみの受け付け
問生活課（T831-4939、F870-2255）

7

11：35～11：50
13：00～13：10
13：25～13：35
13：50～14：05
9：40～ 9：50
10：05～10：25
10：45～11：15
11：30～11：45

区役所駐車場

13：00～13：30

佐東出張所裏駐車場

13：45～14：05

