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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、5月１日～5月31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

■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）
本紙では、一部施設を呼称や愛称
で表示しています。
昨年度、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

●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

▲フォトコンテスト
　入賞作品

福祉・健康
ひとり親家庭の親と子、寡婦
のためのセミナー・講習会

①簿記セミナー
日5月29日㈯9：30～12：00
場市総合福祉センター
②パソコン検定講習会（3歳以上
託児あり）
日6月1日～8月26日の㈫・㈭、18：
30～20：30。全25回　
場ぷらねっと職業訓練広島校

（南区京橋町1-3）
簿記③3級、④2級資格取得講習
会
対①を受講する人
日③6月16日～10月27日の㈬、
19：00～20：30。全20回、④7月10
日～10月30日の㈯、13：00～16：
15。全16日
場簿記会計ゼミナール（西区横
川町二丁目5-15）
￥②2,200円、③3,500円、④6,000
円（②～④は別途検定料要）

【①～④の申】はがきに必要事項
（4㌻左）を記入し、②の託児希望
は子どもの年齢も記入し、5月
20日㈭（いずれも必着）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
①②各10人、③5人、④2人
問T261-2235、F261-2236

希望世帯に国民健康保険証
を簡易書留で郵送します

対国民健康保険の加入世帯
内8月1日に国民健康保険証を更
新し、新しい保険証を7月下旬に
郵送。希望世帯には、配達員が直
接手渡しする「簡易書留」で郵送
申郵送で住所、世帯主の氏名、電
話番号、保険証番号、「簡易書留
希望」と記入し、6月1日㈫（必着）
までに、区保険年金課（郵便番号
は下記、住所不要）へ
問区保険年金課（Fは4㌻左）
区 郵便番号 電話
中 730-8587 504-2555
東 732-8510 568-7711
南 734-8522 250-8941
西 733-8530 532-0933

安佐南 731-0193 831-4929
安佐北 731-0292 819-3909
安芸 736-8501 821-4910
佐伯 731-5195 943-9712

国民健康保険料の口座振
替登録キャンペーン

対7月21日㈬時点で、国民健康保
険被保険者の資格があり、保険
料の未納がない人
内7月21日㈬までに保険料の口
座振替登録をした人に、抽選で
景品を進呈

【景品】広島3大プロ（広島交響
楽団、サンフレッチェ広島、広島
東洋カープ）のペアチケット各
50組、クオカード（1,000円相当）
2,000人（新型コロナウイルス感
染症の影響で、変わることがあ
ります）
※登録方法など詳しくはお問い
合わせを
問キャンペーン：県国民健康保
険課（T513-3213、F502-8744）、
登録：区保険年金課（Ｆは4㌻左）
区 電話 区 電話
中 504-2555 安佐南 831-4929
東 568-7711 安佐北 819-3909
南 250-8941 安芸 821-4910
西 532-0933 佐伯 943-9712

高次脳機能障害相談会

対病気や事故などで脳に損傷を
受けた後遺症で、日常生活に支
障のある人と家族など
日毎月第2㈫の①10：00～12：00、
②14：00～16：00
場中区地域福祉センター

内①生活相談（グループ相談）、
②個別相談
申前日までに、電話かファクス
で、高次脳機能障害サポート
ネットひろしまへ
問T847-0031、F847-0032

れんげ草のつどい・ひろしま

日①奇数月の第2㈮、②8月22日
㈰の14：00～16：00
場①市保健所、②東区総合福祉
センター
内大切な人を自死で亡くした人
が、思いなどを分かち合う
問精神保健福祉センター（T245-
7731、F245-9674）

精神科医師による①依存症
相談、②ひきこもり相談

対市内に在住の18歳以上で、精
神科などの治療を受けていない
人とその家族で、①アルコール・
薬物・ギャンブルの乱用・依存、
②ひきこもりに悩む人
日①原則毎月第2㈭、②毎月第2
㈫のいずれも13：00～15：00
場精神保健福祉センター
申①②電話で、前日までに
問Ｔ245-7731、Ｆ245-9674

将棋大会

日6月13日㈰9：00～17：00
場心身障害者福祉センター
申直接か、往復はがきに、必要事
項（4㌻左）、ファクス番号、将棋の
段・級、障害のある人は障害の状
況を記入し、5月15日㈯（必着）ま
でに、同センター（〒732-0052　東
区光町二丁目1-5）へ。抽選で障
害のある人30人、ない人10人
問T261-2333、F261-7789
休㈬、5月4日、6日

北部障害者デイサービス
センターの文化教室

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
かを持つか、同程度の障害のあ
る人

【期間】6月～12月。各全6回
教室名 日時

●①書道 第2㈯10：00～12：00
●②はんこホリホ
リ（消しゴムは
んこ）

第2㈬13：30～15：30

●③アート 第1㈮10：00～12：00
●④革細工 第4㈯10：00～12：00
●⑤えんぴつ画 第1㈯13：30～15：30
場同センター
申63円を持って直接か、往復は
がき（1教室1枚）に、必要事項（4
㌻左）、障害名を記入し、5月15
日㈯（必着）までに、同センター

（〒731-0223　安佐北区可部南

五丁目8-70）へ。抽選①～④各
10人、⑤15人程度
問T815-0510、F815-0541
休㈰・㈷

講座・講習会
要約筆記者養成講座

対18～65歳で、修了後、市の登録
要約筆記者を目指す人
日6月5日～11月27日の㈯
コース 日程（●①●②共通）

（全19回） 時間

●①手書き、 
●②パソコン

6/5 12：30～17：00
7/17、31、
8/7、10/30、
11/6

10：00～17：00

8/28、11/13 13：00～16：00
11/27 13：00～17：30
上記以外 13：00～17：00

場市総合福祉センター
￥3,670円
申はがきに、必要事項（4㌻左）と
コース名を記入し、5月15日㈯（必
着）までに、中途失聴・難聴者協
会（〒732-0052　東区光町二丁目
1-5）へ。先着①30人、②10人
問TF263-4698　電話は㈫・㈮の
13：00～16：00

森林ボランティア 
「もりメイト」育成講座

対18歳以上で、自家用車などで
実施場所まで来られる人
日6月26日㈯、7月10日㈯、9月4日
㈯、5日㈰、11月6日㈯、12月4日
㈯、来年1月8日㈯、2月5日㈯。全8
回
場市内の市有林など
内森林の手入れの基礎知識と技
術の習得のための講習・実習
申はがきに必要事項（4㌻左）を
記入し、5月31日㈪（必着）まで
に、農林水産振興センター農林
振興課（〒739-1751　安佐北区深
川八丁目30-12）へ。抽選30人
問T845-4348、F845-4350

市大英語eラーニング講
座

対高校卒業程度の英語力があ
り、パソコン操作ができ、パソコ
ンのメールアドレスがある人
日5月22日㈯～8月12日㈭
場市立大学サテライトキャンパ
ス、ゆいぽーと、自宅などでのオ
ンライン
内インターネット利用の英語講
座。詳しくは募集要項で。募集要
項は、市役所市民ロビー、区役
所、公民館、同大学HPで
申5月12日㈬までに、同大学HP
で。抽選80人程度
問同大学語学センター（T830-
1509、F830-1794）

5月3日（祝・月）～5日（祝・水）
の家庭ごみの収集
●「可燃ごみ」と「ペットボトル・リ
サイクルプラ」の収集はありません
●「資源ごみ・有害ごみ」、「不燃ごみ」、

「その他プラ」は通常どおり収集します
問各環境事業所、業務第一課

（T504-2220、F504-2229）

配偶者暴力相談支援センター
の電話番号が7月19日㈪から
変わります
●7月18日㈰までは、 
Ｔ545-7498
●7月19日㈪からは、 
T504-2412
問男女共同参画課（T504-
2108、F504-2609）

テレビ広報番組

元就。二百万一心 中国
放送

土曜日
21：54
〜21：58

1日 100年の歴史を誇る！　けん玉の聖地廿日市！　の巻
8日 謎多き焼き物！　幻の江波焼の巻

カープ家のひろしま
生活＋（プラス）

広島
テレビ

日曜日
21：54
〜21：58

2日 新型コロナウイルスのワクチン接種
9日 広島チャレンジサイクルキャンペーン

＊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（4月21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
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、
発熱や咳、倦

けんたいかん

怠感、味覚・嗅覚障害などの症状がある人や、健康や体調
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。

▲臨時休館情報 ▲イベント中止情報

　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。

　市役所・区役所への問い合わせ・申し込みは5月6日㈭から 
お願いします。

安芸区スポーツセンターのスポーツスクール
対市内に在住か通勤・通学・通園の初級者
申往復はがきに（1人各コース1枚）に、必要事項（4㌻左）とコース、対象、性別、
小学生は学校名を記入し、5月15日㈯（必着）までに、同施設（〒739-0323 安芸
区中野東二丁目3-1）へ。抽選　※定員未満は中止の場合あり

教室名 コース 対 象 曜
日 期 間 回

数 時 間 定
員 参加料

水慣れ
朝1 年中の幼児

と保護者 日 6/6～7/4
各
5

9：30～10：30 10
組

3,400
円

昼2
小学校1年生

木 6/10～7/8 15：45～16：45 各
12
人

各
3,000

円朝1 土 6/12～7/10 10：00～11：00
問Ｔ893-1998、Ｆ893-1857　休㈬


