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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!

北海道十勝産の厳選した小豆と日
浦山湧水の名水を使ったこだわり
の餡（あん）を、ふっくら焼き上げた
カステラ生地で包んでいる、広島を
代表する銘菓です。商品の問い合わせは、同社（T0120-979-
161、F0120-963-161）へ。

もみじ饅頭10個入／㈱にしき堂

お好み焼きをはじめ、肉、魚介、野菜な
ど地元の食材を使った夏の「食」の観
光キャンペーンは？

申はがきに、住所、氏名、年齢、電話番号、性別、応募の号、答え（4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、5月14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10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（6月上旬発送
予定）。個人情報は商品発送と読者層調査に利用します

広島○○○○バルQ

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

中央図書館 T222-5542
フ222-5545

〒730-0011 中区基町3-1
休㈪（5/3は開館）、5/6、28

●講演会「絵の中の動物達」 
日5月23日㈰13：00から

【講師】市立大学芸術学部非常勤
助教・浅

あ さ の

埜水
み ず き

貴氏
申5月1日㈯9：00から、来館か電
話、ファクス、同館HPで。先着30
人。手話通訳・要約筆記が必要な
人は、5月8日㈯までに。

〒734-0015 南区宇品御幸二丁目6-20
入館料 大人100円、高校生*・シニア50円
休㈪（5/3は開館）、5/6、7、11、12

郷土資料館 T253-6771
フ253-6772

●教室「藍でハンカチ染め」
対4歳～小学生（未就学児は保護
者同伴）
日5月22日㈯13：00～15：00
￥350円／人
申5月4日㈷までに、電話かファ
クスで。抽選20人
●トークショー「昭和39年ルー
キー　安

あ に や

仁屋宗
そ う は ち

八」 
対中学生以上
日6月13日㈰14：00
から
内元カープ投手
安仁屋宗八さんに
よるトークショー
申往復はがき（1人1枚）に、必要
事項（4㌻左）を記入し、5月19日
㈬（消印有効）までに。抽選40人

〒731-3355 安佐北区安佐町動物園
入園料 大人510円、高校生*・シニア170円
休㈭（5/6は開園）

安佐動物公園 T838-1111
フ838-1711

催し名 日時
●①ダルマガエルの
目覚め会

5/9㈰
11：00～12：00、
14：00～15：00

●②ビオトープで
生きもの観察

5/15㈯
10：00～12：00

●③世界カワウソの日 5/26㈬9：00から
【①③の内】①ナゴヤダルマガエ
ルの生態や飼育の解説、③オリジ
ナル缶バッジを配布。先着100個

映像文化ライブラリー T223-3525
フ228-0312

〒730-0011 中区基町3-1
休㈪（5/3は開館）、5/6

●日本映画史探訪　1940年代
の秀作
上映日 作品 開始時刻
5/1㈯ 大日向村

各日
10：30
14：00

18：00
2㈰ 南海の花束

-3㈷ 花咲く港
4㈷ 海軍
7㈮ 無法松の一生 各日

18：008㈯ 陸軍
9㈰ 一番美しく -

27㈭ 明日を創る人々 各日
18：0028㈮ 結婚

29㈯ 素晴らしき日曜日
30㈰ 夜の女たち -
￥大人510円、高校生*・シニア
250円。28日は大人380円、高校生*・
シニア180円　※土曜日は高校
生*無料

お知らせ
コンビニ交付サービスを
一時停止します

　国がシステムメンテナンスを
行うため、住民票の写しなどの
各種証明書のコンビニ交付サー
ビスの利用を停止します。
日5月1日㈯～5日㈷の終日
問企画総務局総務課（T504-2112、 
F504-2069）

赤十字活動資金へご協力を

　日本赤十字社は、災害救護な
どの活動を行っています。5月は
「赤十字運動月間」です。活動資
金へのご協力をお願いします。
問日本赤十字社広島県支部広島
市地区本部（市役所地域共生社
会推進課内 T504-2137、F504-
2169）、同本部各区地区・分区（区
生活課・出張所内）

催しもの
ひろしまウオーターツアー！

対市内、安芸郡府中町、坂町に在
住の人
日6月5日㈯、6日㈰の10：00～12：
40　【集合・解散の場】水道資料
館　※駐車場なし
内浄水場や同館の見学など
申はがきかファクス、水道局HP
で、参加者全員の必要事項（4㌻
左）、参加希望日を記入し、5月15
日㈯（必着）までに、水道局企画
総務課（〒730-0011 中区基町
9-32）へ。抽選各40人
問T511-6808、F221-5320

被爆体験記朗読会

日5月3日㈷～5日㈷の11：00、13：
00、14：30から（各回40分）
場原爆死没者追悼平和祈念館

（中区中島町1-6）
問T207-1202、F543-6273

トレッキング＆温泉入浴

対18歳以上
日5月20日㈭9：00～17：00
場クアハウス湯の山（トレッキ
ングは極楽寺山）　￥1,900円

（別途入湯税50円要）
申5月1日㈯10：00から、電話で。
先着20人
問T0829-83-1198、F0829-83-
1177　休㈫

音楽の花束〈春〉 
広響名曲コンサート

日5月16日㈰15：00～17：00
場国際会議場
内シューマン：ピアノ協奏曲イ
短調作品54など

【指揮】黒
く ろ い わ

岩英
ひ で お み

臣（上写真左）
【ピアノ】三浦謙司（上写真右）
￥S席4,300（ペア6,500）円、A席
3,300円など。チケットは広島交
響楽団などで。詳しくはお問い
合わせを
問T532-3080、F532-3081

ウルトラマンシリーズ 
特別上映会

日5月30日㈰10：30～12：00、14：
00～15：30
場東区民文化センター
内テレビ番組「ウルトラセブン」、

「帰ってきたウルトラマン」と、作
曲家冬木透のインタビュー作品
を上映
申当日会場で。先着各540人
問T264-5551、F264-5774
休㈪（5月3日は除く）

湯来交流体験センターの 
催し（温泉入浴券付き）

対②中学生以上
催し名 日時

●①はじめてのバード
ウオッチング

5/9㈰
9：00～12：00

●②リバーロックヨガ 5/9㈰
13：30～15：30

場同センター
￥①2,000円、②2,500円
申5月5日㈷までに、電話かファ
クスで。先着①②各10人
問T0829-40-6016、F0829-85-
0205
休㈪（5月3日は除く）、5月6日

まちづくり活動支援基金
交付団体の①成果発表会、
②公開審査会

日5月15日㈯①10：00～12：00、②
13：00～17：15　場合人社ひと・
まちプラザ　内昨年度まちづく
り活動支援基金の助成を受けた
団体の活動報告と、今年度の応
募団体の公開審査
問T541-5335、F541-5611

子育てのグループカウン
セリング

対女性
日5月25日㈫10：00～12：00
場ゆいぽーと
内妊娠・出産・子育てについて、
心理カウンセラー・宇

う じ き

治木敏
と し こ

子
氏によるカウンセリング
申来館か電話、ファクスで。先着
6人。託児（6カ月～未就学児）希
望は5月18日㈫まで。先着6人
問T248-3320、F248-4476
休㈪、5月4日、5日

H
ハ ブ

ave a
ア

 N
ナ タ ー

atter! 
国際交流員を囲んで

日毎月①第3水曜日、②第4水曜
日の14：45～15：45
場①オンライン（動画アプリ
Z
ズ ー ム

oom使用）、②国際会議場
内英国出身の国際交流員を囲ん
で自由に会話。①偶数月は英語、
奇数月は日本語、②偶数月は日
本語、奇数月は英語
申①開催日の前週月曜日から、
平和文化センター国際交流・協
力課HPで、②各月15日から、電
話で、国際会議場国際交流ラウ
ンジ（T247-9715）へ。先着①各5
人、②各8人
問同課（T242-8879、F242-
7452）

陸上記録会

対①年中・年長の幼児、②小学校
1～3年生
日6月20日㈰9：00～12：00
場エディオンスタジアム
【種目】①50㍍、②100㍍
￥500円
申直接か電話で。先着①120人、
②80人
問T848-8484、F848-8460
休㈭

田植えと里山自然体験

日5月23日㈰10：00～12：00ごろ
（小雨決行）
場里山あーと村（安芸区阿戸町
牛ケ谷地区）
内棚田での田植えとサツマイモ
の植え付けなど　￥200円／組
申往復はがき、市HPで参加者全
員の必要事項（4㌻左）を記入し、
5月13日㈭（必着）までに、安芸区
農林課（〒736-8501 住所不要）
へ。先着10組
問T821-4946、F822-8069

おいしい枝豆の食農体験

対市内に在住か通勤の18歳以上
（高校生は除く）
日5月27日㈭、7月29日㈭の10：00
～14：00。全2回
場農業振興センター
内枝豆の栽培を通じて食と農の
大切さを考える　￥1,600円
申往復はがき（1枚3人まで）に、参
加者全員の必要事項（4㌻左）を
記入し、5月10日㈪（消印有効）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12人
問T845-4347、F845-4350

三滝少年自然の家 T238-6301
フ238-6302

〒733-0802 西区三滝本町一丁目73-20
休㈪（5/3は開所）、5/6

●親子で学ぼう！防災キャンプ
対小学生以上の子どもと保護者
日6月26日㈯・27日㈰（1泊2日）
内ワークショップ、非常食体験な
ど　【講師】ひろしま女性防災会代
表・横山ゆかり氏　￥2,000円／人
申郵送で、参加者全員の必要事
項（4㌻左）、性別を記入し、84円
切手を貼り宛名を記入した封筒

（長形3号）を同封の上、5月15日㈯
（必着）までに、同施設へ。抽選10
家族

〒730-0052 中区千田町三丁目8-6
観覧料 大人370円、高校生*・シニア180円
休㈪（5/3は開館）、㈫（5/4は開館）、5/6

健康科学館 T246-9100
フ246-9109

対①小学生と保護者、②5歳～小
学生と保護者

講座名 日時
●①クイズラリーで
免疫力のレベルを
上げよう！

5/3㈷、4㈷の
10：00、11：00、
13：00、14：00
から各1時間

●②親子けん玉教室 5/5㈷
10：30～12：00

●③わかりやすい免
疫のしくみ
-感染症・ワクチ
ン・免疫がか
かわる病気-

5/22㈯、23㈰の
13：30～15：00

申5月①②1日㈯9：00、③2日㈰9：
00から、電話で。先着①各5組程
度、②10組程度、③各18人程度

〒730-0011 中区基町5-83
プラネタリウム ￥大人510円、高校生*・シニア250円
休㈪（5/3は開館）、5/6、11～13、28

5
ファイブデイズ

-Daysこども文化科学館 T222-5346フ502-2118

●プラネタリウム「こどもの日
スペシャル『春の星空たんけん』」
日5月5日㈷16：00から　※途中
入退場不可
申当日9：00から同館1階で。先着
120人
●科学・創作教室

対①③高校生*以上、②小学校3
年生～中学生

教室名 日時 料金
●①大人の創作教
室　陶芸

（全2回）

5/23㈰
9：30～15：30
6/26㈯
9：30～12：00

円

2,000

●②広島湾のミク
ロ生物を調べよう

5/30㈰
13：00～15：00 300

●③大人の創作教
室　トール
ペイント

6/12㈯
13：30～16：00 1,500

申往復はがきに、必要事項（4㌻
左）を記入し、5月①9日㈰、②16
日㈰、③29日㈯（いずれも消印有
効）までに。抽選①～③各8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

陶芸の作品

●4月1日号のクイズの答えは「カード」、応募総数は387通でした
●3月15日号のクイズの答えは「依存」、応募総数は183通でした

催しなどに関する
お知らせ

4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。

申し訳ありません。
中止になりました。


