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お知らせ

催しもの

募集します

事業者の皆さんへ

令和３年（2021年）6月15日 くらしのガイド ひろしま市民と市政

成人祭の記念品などを
送付します 
対平成12年4月2日～平成13年4月
1日生まれの人で、昨年10月30日
時点で市に住所があるか、今年4
月30日までに転入した新成人
日6月中旬から住所地に送付。公
民館での配布はありません
問育成課（電242-2116、フ242-
2018）

看護職員の再就業を支援
するための無料相談会

対保健師・助産師・看護師・准看
護師の有資格者で未就業者

場所 開催日

中区厚生部
7/1、9/2、11/4、
来年1/27、3/3の
㈭、13:30～15:30

安佐南区役所
8/23、11/8、来年
2/14の㈪、9:30～
11:30

安芸区総合福
祉センター

8/25、11/10、来年
2/2の㈬、9:30～
11:30

問県看護協会(電293-9786、フ
295-6749)

保育士就職ナビ

対保育士を目指すか同資格を持
っている人
日7月4日㈰10:00～14:00
場産業会館東展示館（南区比治
山本町12-18）
内現役保育士などによる施設の
情報提供や就職相談
問私立保育協会（電207-1010、フ
207-1011）

セミナー「w
ウ ィ ズ

ith コロナ時代
に経営力を高める秘訣『お
もてなし』の心とスキル」

対中小企業の経営者、管理者な
ど
日7月13日㈫13:30～16:30
場合人社ひと・まちプラザ　

【講師】さくらコミュニケーショ
ンズ代表取締役・古

ふるかわともこ
川智子氏　

￥1,000円
申所定の申込書か、中小企業支
援センターHPで。申込書は、同
センター、市役所市民ロビー、商
業振興課、区役所で。先着25人
問電278-8032、フ278-8570

こどもエコクラブ会員募集 
　　　　　　　　　 干潟の観察会の
　　　　　　　　　 様子
　　　　　　　　　（太田川放水路）
　友達や家族、活動を支える大
人でクラブを作り、学習会、自然
観察会などのエコ活動に取り組
みます。
対3歳～高校生＊

申所定の登録用紙を、温暖化対
策課へ。登録用紙は、同課、市役
所市民ロビー、区役所、公民館、
市HPで
問電504-2185、フ504-2229

被爆者証言ビデオ出演者
募集

対県内に在住で、広島での被爆
体験(入市被爆を含む)がある
人。過去に出演した人は除く
申所定の申込書を、平和記念資
料館学芸課へ。申込書は同館、同
館HPで。随時募集。選考若干名。
収録時期は未定
問電241-4004、フ542-7941

新開発商品を見本市などに
出展する経費を助成します

対市内の中小企業者など
【対象事業／金額】10月～来年3
月の見本市出展(オンライン見
本市を含む）など／対象経費の2
分の1以内（上限20万円）
申所定の申込書を、7月16日㈮

（必着）までに、中小企業支援
センターへ。申込書は、同セン
ター、市HPで。選考あり　※8月
以降、交付決定
問電278-8032、フ278-8570

公文書館閲覧室を臨時に
移転します

　閲覧環境保全のため、閲覧室
を一時的に移転します。一部利
用できない機器などがありま
す。詳しくは公文書館へお問い
合わせを。
日6月21日㈪～10月1日㈮
場同館8階研修・会議室
問電243-2583、フ542-8831

植物公園植物友の会会員
募集

　植物の話や園内見学などの例
会（年6回）、講師同行の野外観察
会（年2回）に参加。園内管理のボ
ランティア。詳しくは同園HPで。
￥年会費無料（郵送案内希望者
のみ要実費1,000円／年間）
申直接か、同園HPで
問電922-3600、フ923-6100
休㈮

e
イ ー バ イ ク
-bikeでホタル巡り

(温泉入浴券付き）

対中学生以上
日6月26日㈯、27日㈰の20:00～
21:30
場湯来交流体験センター
内スタイリッシュな電動自転車
に乗ってホタルの特別スポット
を巡る
￥4,000円／人
申電話かファクスで、6月23日㈬
までに、同センターへ。先着各日
8人
問電0829-40-6016、フ0829-85-
0205
休㈪、6月15日～20日

縦覧
都市計画の原案の縦覧

日6月29日㈫まで（平日のみ）
項目 縦覧場所

地 区 計 画 の 決 定
(西風新都大塚西三
丁目11番ほか地区）

都市計画課、
安佐南区建
築課

※市HPでも縦覧できます
【意見書の提出】7月6日㈫（必着）
までに、都市計画課（〒730-8586 
住所不要）へ
※意見書を提出できるのは地権
者など利害関係者のみ
問電504-2268、フ504-2512

HPは「広島市」で検索。 広島市 検 索

創業ワンコインセミナー
「そうだったのか！ W

ウェブ
eb

とSNSの効果的な活用術」

対創業予定か、創業間もない人
日7月14日㈬19:00～21:00
場合人社ひと・まちプラザ

【講師】ミジンコ代表取締役・
友
ともむら

村晋
しん

氏　￥500円
申所定の申込書を、中小企業支
援センターへ。申込書は、同セン
ター、市役所市民ロビー、商業振
興課、区役所、同センターHPな
どで。先着25人
問電278-8032、フ278-8570

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6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①②㈰、③㈬

施設 講座名 曜
日 期間（回数） 時間 参加費 定員

1
はじめてのフラダンス 金 7/16～9/17（6） 19:00～

21:00
　　 円
500

　 人
各
10コミュニケーション講座 木 8/5（1） -

2
和太鼓体験会 土 7/24～8/7（3） 18:00～

20:00 -
3

整理収納の基本塾 水 7/28～8/18（3） 19:00～
21:00 8

3
はじめて講座 珈琲のおいしい入れ方 金 7/9（1） 19:30～

21:00 500 6

メイクレッスンーマスクメイクー 月 7/19～8/30（4） 19:00～
21:00 1,000 10

【その他の講座】①パン作り教室（7/31㈯昼1回)、ファイナンシャルプ
ランセミナー(8/4㈬から夜4回)、ヒップホップダンス(8/19㈭から夜5
回)、③フィリピンのお菓子づくり(7/18㈰昼1回)、ネパール料理教室

（8/1㈰朝1回）、若者のための就職・転職セミナー(8/5㈭から夜4回)、時
短料理の作り方(8/7㈯朝1回)、中級英会話(8/20㈮から夜8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

求人情報（非常勤職員） 詳しくは募集案内で。募集案内は、申込先、市役所市民ロビー、市HPなどで

業務場所 職名
対象／職務内容／給与・報酬／採用見込みな　

　ど。
見は取得・卒業などの見込み、増は増額報酬
あり、交は交通費別途支給あり

試験日 締切日 申込先

舟入むつみ園デイ
サービスセンター 看護師

看護師免許を持つ人(8月末までの 見）/利用
者の看護、行事援助、送迎補助な/月額約16万
8200円増 交 /若干名　※9月1日採用予定

7/16㈮ 7/14㈬
（必着）

原爆被爆者援護事
業団事務局
電845-5091
フ845-6934

被爆建物めぐり

　　　　　　本川小学校 平和資料館
日7月10日㈯10:00～12:00

【集合の場】本川小学校
平和資料館入口付近
内「廣島・ヒロシマ・広島を歩い
て考える会」の多

た が
賀俊

しゅんすけ
介氏と被

爆建物を巡る
申往復はがき（1枚に3人まで）
に、参加者全員の必要事項(6ペー

ジ 左
)を記入し、6月28日㈪（必着）まで
に、平和推進課（〒730-0811 中区
中島町1-5）へ。抽選20人程度
問電242-7831、フ242-7452

おやこあそび

対未就学児と保護者
日6月29日㈫10:00～11:00
場ゆいぽーと
内現役保育士が月齢に合わせた
親子遊びを紹介
申来館か電話、ファクスで、同施
設へ。先着10組
問電248-3320、フ248-4476
休㈪

広域

広島市・安芸郡外国人相談
窓口

時間 曜日 対応言語 場所

9:00
～

16:00

㈪
～
㈮

中国語、ポルト
ガル語、スペイ
ン語、ベトナム
語、英語

国際会
議場

㈮ フィリピノ語
10:15

～
12:30

・
13:30

～
16:00

第2
㈫ 中国語

基町管
理事務
所

第2
㈬ ポルトガル語 安芸区

役所第3
㈭ スペイン語

※㈷、8/6、12/29～1/3は除く
問電241-5010、フ242-7452

基町小学校の写真を募集！

　基町プロジェクト＊では、基
町小学校創立50周年に合わせ、
同校にちなんだ懐かしい写真を
募集します。基町写真展（7月）、
同校開校50周年記念式典（11月）
などで展示し、同校の歩みや広
島開基のまち「基町」を振り返り
ます。
＊市立大学と中区役所が連携し
て行う、アートによる基町地区
の魅力づくりや活性化を目指す

シルバー人材センター文化
教室(7～9月)

対16歳以上　
曜日 教室名（回数）
月 季節の生け花(3)、テーブル

で楽しむ茶の湯
水 大人のピアノ、ゆっくりサン

バ、リフォーム洋裁
木 着物着付け、書道、ハガキ絵＆

筆文字（3）

金
大人のピアノ（5）、英字新聞に
親しもう、ギター、ハーダン
ガー刺しゅう

土 楽しく歌おう
※回数記載の無いものは全6回
場シルバー人材センター文化教
室　
￥3回/3,960円、5回/6,600円、6
回/7,920円。いずれも別途教材
費が必要 
申6月25日㈮までに、同センター
へ。先着順
問電223-1156、フ223-8528

ご利用を

臨時休館
施設名 期間 問い合わせ先
1 広域公園

テニスコート 6/17㈭ 電フ848-9540
2 佐伯区図

書館
6/17㈭～
23㈬

電 921-7560
フ 924-0742

3 まんが図
書館

6/25㈮～
7/1㈭

電 261-0330
フ 262-5406

※①電気設備点検などのため、
②③特別整理期間のため

県就職・転職者向け合同企
業面接会

対新型コロナウイルス感染症の
影響によって解雇・雇い止めや、
転職を希望の人で、大学などを
今年3月に卒業か、卒業後おおむ
ね3年以内の人
日7月17日㈯12:00から
場産業会館東展示館（南区比治
山本町12-18）
申7月15日㈭までに、同面接会
HPで
問ＫＧ情報（電フ243-8401）

赤十字会員増強運動の
実施期間を延長します 

　新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、12月まで延長しま

す。感染防止対策に十分ご留意
の上、活動資金の募集にご協力
ください。
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）（電504-2137、フ
504-2169）、同本部各区地区、分
区（区生活課内、出張所内）

取り組みです。
申電話で問い合わせの上、9月
30日㈭までに、同プロジェクト

（〒730-0011 中区基町16-17-2-
103）へ。詳しくは、同プロジェク
トHPで
問電555-8250、11:00～17:00
休㈪・㈫




