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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

催しなどに関するお知らせ
各施設の休は通常の休館日
を記載しています。
緊急事態宣言などに伴う臨
時休館などについては、市
HP（6㌻左上二次元コード）
か各施設にお問い合わせを

ひろしま市民と市政 くらしのガイド 令和３年（2021年）6月１５日

対①幼児～小学校3年生と保護者、②15歳～30歳、③15歳～30歳で英検準2
級程度の英語力のある人

催し名 日時 参加費 定員 締切日
1クローバー
のおはなし会 8/1㈰10:30~11:30 - 抽選10組

(1組4人まで） 7/25㈰

2 英語でガイ
ドinひろしま

7/31㈯､8/1㈰の10:00～15:00
(全2回) 各

1,000
円

各
先着15人 7/26㈪

3 英語でニュー
スを読もう！

8/8㈷､15㈰の13:00～15:00､
8/22㈰の13:00~16:00(全3回)

内②英語を用いて広島の良さと平和の大切さのガイド方法を学ぶ、③最
新の英字ニュースや情報を読み、ディスカッション
申電話かファクスで、各締切日までに。
問電228-0447、フ228-7074 休㈫

●体験教室
対小学生と保護者
講座名 開催日 時間

親子でブルーベ
リージャム作り

7/31㈯､8/1
㈰､7㈯､8㈷

10:00
〜
12:00

￥1,000円／組
申往復はがきに、参加者全員の
必要事項（6ページ 左）、参加希望日を
記入し、7月9日㈮（必着）までに。
抽選各日8組

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㈪､7/23､24

●夏野菜を使ったピザ作り体験
対小学生を含む家族　※4歳未
満児は参加不可
日7月22日㈷、25日㈰、26日㈪の
10:00～14:00　※小雨決行
内夏野菜の収穫と、それを用い
たピザ作り体験
￥400円／人
申郵送で、参加者全員の必要事
項(6㌻左)、参加希望日を記入し、
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、6
月30日㈬(必着)までに。抽選各6
家族

〒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㈪､7/13､14

ヌマジ交通ミュージアム 電878-6211
フ878-3128

●ドライバーズビジョン
日6月26日㈯10:00～12:00､13:30
～15:30
内自動車を安全に運転するため
の能力をゲーム感覚で学ぶ
●ビークルシアター
題名 開催日 時間

忍たま乱太郎
の宇宙大冒
険w

ウ ィ ズ

i t hコズ
ミックフロン
トN

ネ ク ス ト

EXT天の
川で赤ちゃん
星を見つけ
た！　の段

7/3㈯、
4㈰

10:30､11:30､
13:30､14:30
から各回25分
※先着各回12
組（1組4人ま
で）

各スポーツ施設の小学生水泳教室

青少年センターの催し・講座

①サイエンスショー「水でおも
しろ実験」
日7月3日㈯､4日㈰､11日㈰､17日
㈯の11:00､14:00から
内水が一瞬で氷になる実験など
②お天気工作教室「マイ百葉箱
をつくろう！」
対小学校4年生～中学生　※小
学生は保護者同伴
日7月10日㈯、18日㈰の13:00～
16:00
内気圧・気温・湿度を測れるお天
気メーターを作製
￥3,300円
申①6月25日㈮から同館HPで、
②往復はがきか、同館HPで、必
要事項（6㌻左）、希望日を記入
し、6月30日㈬（必着）までに。①
先着各25人、②抽選各日9人

〒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㈪

江波山気象館 電231-0177
フ234-1013

●企画展「広島城絵図を斬る」
日6月19日㈯～9月5日㈰
内広島城絵図を通して、広島城
や城下町広島の成立や変遷、特
徴、今に残る痕跡について紹介

〒730-0011 中区基町21-1
観覧料 大人370円、高校生*・シニア180円
休なし

広島城天守閣 電221-7512
フ221-7519

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㈫

対②体重30kg以下の子ども
催し名 日時

1 サマーフェア 7/17 ㈯～ 8/31 ㈫

2オオオニバ
ス試乗体験会

8/11㈬、14㈯、15㈰、
17㈫の9:30～12:00、
13:00～15:30

内①水遊びやクイズラリーな
ど、②直径1ｍ以上のオオオニバ
スの葉に乗る体験会
申①当日会場で、②往復はがき
に、必要事項(6㌻左)、希望日、第
2希望までを記入し、7月20日㈫
(必着)までに。②抽選各日200人

〒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

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㈪

休①⑤⑦⑧㈬、②～④⑥⑨㈫
施設 教室名 コース 対象 曜日 期間 回数 時間 参加費 定員

1
水慣れ

朝3 水慣れを希
望する1～3年
生（初心者） 月火

木金土 7/26～8/5

　回

各
8

9:30～10:30 　　　円
各
4,100

　  人
各
12昼1 15:30～16:30

水泳

朝3 けのびがで
きる小学生

11:00～12:30 各
5,500

各
24

昼3 17:00～18:30
2 昼2

小学生

月水
木金 7/19～8/6

各
10

17:00～18:30

各
6,6003

朝3
月水
木金土

7/24～8/7 9:15～10:45
朝4 11:00～12:30
昼4 7/24～8/6 17:15～18:45

4 朝2 7/24～8/7 11:00～12:30 36

5
朝1 1・2年生

月火
木金土

7/26～8/3 各
7

各
4,900

各
24

朝2 3～6年生 9:15～10:45
昼5 小学生 7/26～8/7 10 17:00～18:30 6,600

6
朝1 1・2年生 月水

木金土 7/28～8/5 各
7

9:00～10:30
各
4,900

3～6年生 11:00～12:30
昼1 小学生 17:00～18:30

7
朝1 1・2年生

月火
木金土

7/26～8/7 各
10

9:15～10:45
各
6,6003～6年生 11:00～12:30

昼2 1・2年生 17:00～18:30

8
朝1

7/26～8/5 各
8

9:15～10:45
各
5,500

3～6年生 11:00～12:30
昼1

小学生

15:15～16:45
昼2 17:00～18:30

9

朝1
月水
木金土 7/24～8/7 各

10

9:15～10:45
各
6,600

朝2 11:00～12:30
昼4 17:00～18:30

対市内に在住か通学の小学生初級者
申往復はがき(1人各コース1枚)に、必要事項(6㌻左)と教室名、コー
ス、対象、性別、学校名を記入し、6月26日㈯(必着)までに、各施設へ。抽
選
①吉島室内プール
②マエダハウジング東区スポーツセンター
③東雲屋内プール
④出島屋内プール
⑤西区スポーツセンター
⑥安佐南区スポーツセンター
⑦大和興産安佐北区スポーツセンター
⑧安芸区スポーツセンター
⑨佐伯区スポーツセンター

（〒730-0825 中区光南五丁目1-53 電249-8591）
　　（〒732-0068 東区牛田新町一丁目8-3 電222-1860)
（〒734-0022 南区東雲三丁目16-3　電286-6909）
（〒734-0013 南区出島一丁目32-92 電254-2891）
（〒733-0823 西区庚午南二丁目41-1 電272-8211）
（〒731-3164 安佐南区伴東三丁目13-16 電848-2411）
（〒739-1751 安佐北区深川二丁目50-1 電843-4999）
（〒739-0323 安芸区中野東二丁目3-1 電893-1998）
（〒731-5136 佐伯区楽々園六丁目1-27 電924-8198）

●森林公園の催し
対小学生以上　※保護者同伴可
催し名 日時

森の学校「森の
不思議を学び、
楽しもう！」

7/24､9/25､11/13､来
年3/12の㈯、10:00
～14:00

内森の生物や植物のお話や手入
れ、木工クラフトなど
申電話で、各開催日の1週間前ま
でに。先着各15組
●こんちゅう館の催し

催し名 日時
1 初夏の企画展
「南の島のホタル」6/21㈪～7/4㈰

2バックヤードガイ
ド「樹木園ツアー」

ア7/3㈯、
イ10㈯の13:30
～14:30

内①沖縄県に生息する「ヤエヤ
ママドボタル」の展示、②同館樹
木園の案内
【②の申】Eメールで、ア6月24日
㈭、イ7月1日㈭までに。詳しく
は同館HPで

〒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㈬

ひろしま遊学の森
（森林公園）

電899-8241
フ899-8491

●児童文化講演会「やっぱり、本
が好き！」
対幼児（年中相当年齢以上）～小
学生と保護者　※年少年齢相当
以下の人は入場不可
日7月17日㈯10:00～12:30
場青少年センター
内鳥の巣作りのワークショップ
【講師】絵本作家・鈴木まもる氏
申往復はがきに（1家族1枚）、参
加者全員の必要事項（6㌻左）、託
児希望者（1歳6カ月以上の未就
学児で抽選1組）は子どもの名前
と年齢を記入し、6月30日㈬（必
着）までに。抽選50人
●学校図書館支援講座
対市内の学校図書館ボランティ
ア、司書教諭など学校図書館に関
わる人
日 7月29日㈭10:00～12:00
場 5-Daysこども文化科学館
内子どもの健やかな育ちのため
に必要な絵本・物語の手渡し方
【講師】元皇

こうがっかん
學館大学教育学部助

教・小
おばたしょうこ
幡章子氏

申6月15日㈫9:00から、直接か、電
話、ファクス、同館HPで。先着70
人

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月15日号のクイズの答えは「中小田」、応募総数は279通でした

瀬戸内海の自然の素材を主原料に作ら
れた、小魚、ごま、海苔、玉子の「素材の
味を生かした」カルシウム豊富なふり
かけです。商品の問い合わせは、同社
(電232-1331、フ231-7521)へ。

申はがきに、住所、氏名、年齢、電話番号、性別、応募の号、答え（3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、6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5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(7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

ふりかけ旅行の友詰め合わせセット
（1人1セット）／田中食品㈱

Q 生後91日以上の犬に、毎年1回の接種が
義務付けられている予防注射は？ ○○○予防注射

対小・中学生を含む家族
催し名 日時

海の日
家族キャンプ

7/17㈯・18㈰
(1泊2日）

内遊泳、バウムクーヘン作り
￥2,000円／人（食事不要の幼児
は184円／人）
申郵送で、参加者全員の必要事
項（6㌻左）を記入した用紙と、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、6
月23日㈬（必着）までに。抽選16
家族

対次の条件を全て満たしている人　●市内に在住か、①通勤か通学の、
①②20歳以上　●①任期終了まで継続して会議に出席できる人、②平日
昼間の会議に出席できる人　●市の審議会など委員に就任している場合
は就任数が3以下

委員会名 職務内容 任期 応募小論文
のテーマ 締切日 応募先

1 食育推進会
議

市の食育推進計
画の推進に関す
る取り組み内容
の検討 9月か

ら2年
間

3つの「わ食
(和食・輪食・
環食）」を推進
するための私
のアイデア

7/2㈮
（必着）

健康推進課
電504-2290
フ504-2258

2 ひろしま街
づくりデザイ
ン賞受賞者選
考審議会

表彰する建築物
や街並み、まち
づくり活動など
を審査・選考

街並みや緑
化など都市
景観に関す
る意見・提言

7/5㈪
（消印有
効）

都市計画課
電504-2277
フ504-2512

申郵送かファクスで、指定のテーマで1,200字以内にまとめた小論文と、別
紙に必要事項（6㌻左）、①応募理由、「食育」に関する活動歴、②性別、街づく
りなどの活動歴を記載し、各締切日までに、応募先（〒730-8586 住所不要）
へ。市HPからも応募可。書類選考後、面接により決定。各定員2人。応募書類
は返却せず、今後の施策の参考とし、②は、公表する場合があります

市民委員募集


