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就職氷河期世代等支援事業

＊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

くらしの
ガイド

施設の名称（愛称）

市役所と各区役所の代表電話
は、☎082-245-2111（共通）
■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

●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

本紙では、一部の施設を呼称や愛
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

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、7月15日〜8月14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、 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

広域

広域

■電話はできるだけ各課直通ダ
イヤルのご利用を。

▲フォトコンテスト入賞作品

　

催しなどに関するお知らせ（7月6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。

▲イベント中止情報▲臨時休館情報

　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。

福祉・健康

講座・講習会

視覚障害者向けICT講習会

対市内に在住の視覚障害者。介
助者の同伴は1人まで可
日①7月25日㈰、②8月8日㈷の
10:00～15:00
場①②市総合福祉センター
内①i

アイフォーン
Phoneをちょっと便利に

使う方法、②パソコンでZ
ズ ー ム
oom

をしてみよう
心身障害者福祉センター
バスケットボール
交流会 
対中学生以上

種目 対象 定員
1 シュートワンポイン

トレッスン 全障害
（視覚障害
を除く）

人

24
2 フリースロー対決 -
3 3Pシュート対決 -
4 車いすバスケ体験 肢体障害 10
5 車いすバスケット

ボール試合観戦
障害の有無
は問わない -

日8月9日㉁10:00～15:30（①
10:00～12:00、②10:00～11:00、
③11:00～12:00、④13:00～14:
00、⑤14:00～15:30）
場同センター
申直接か往復はがきに、必要事
項（6㌻左）、障害名、参加種目、①

ひとり親家庭の親のため
の職業訓練給付金の給付
対象を拡充します

対次の全てに該当する人　●児
童扶養手当の支給を受けている
か、同等の所得水準にある人　
●養成機関で6カ月以上のカリ
キュラムを修業し、対象資格の
取得などが見込まれる人
内今年度中に職業訓練を開始す
る人に限り、給付対象を拡充（訓
練期間を1年以上から6カ月以上
に見直し。看護師、保育士などの
国家資格だけでなく、デジタル
分野などの民間資格も給付対象
へ追加）

【支給内容】訓練期間中、月額10
万円(住民税課税世帯は月額7万
500円)　※修業の最終1年間に
限り支給額を4万円加算
申所定の申請書を、お住まいの
区の福祉課へ。申請書は、同課で
区 問い合わせ先 区 問い合わせ先

中 電504-2569
フ504-2175

安佐
南

電831-4945
フ870-2255

東 電568-7733
フ568-7781

安佐
北

電819-0605
フ819-0602

南 電250-4131
フ254-9184 安芸 電821-2813

フ821-2832

西 電294-6342
フ294-6311 佐伯 電943-9732

フ923-1611

安佐北区に地域生活支援
拠点を整備しました

　障害者の重度・高齢化や「親亡
き後」を見据え、安佐北区障害者
基幹相談支援センターに「地域
生活支援拠点」を整備し、安佐北
区に在住する障害者の生活を地
域全体で支えるサービス(緊急時
の受け入れ・対応体制の確保な
ど)を開始しました。
対安佐北区に在住の障害者、難
病患者など
問電881-1441、フ562-2424

パソコン講習会

①障害者のためのパソコン活用
講座
対市内に在住か通勤・通学の障
害者。介助者の同伴は1人まで可

講座種別 曜日 期間(回数) 締切
ア 聴 覚・上

肢・知的・精神
障害者対応

㈫ 8/3～24（4） 7 / 2 7
㈫

イ 視覚障害
者対応 ㈬ 8/4～25（4） 7 / 2 8

㈬

【時間】13:00～17:00
場㋐西区地域福祉センター、㋑
南区地域福祉センター
②障害者のパソコン操作を補助
するボランティア養成講座
対パソコンの基本操作ができる
人
日8月5日、19日、26日の㈭、13:00
～17:00。全3回
場西区地域福祉センター
申①②電話かファクスで、①各
締切日、②7月29日㈭までに、情
報シンフォニーヘ。先着㋐㋑②
各5人
問電502-6112、フ502-6097

パパ・ママ救命講習

対広島市、安芸郡海田町・坂町・
熊野町、山県郡安芸太田町、廿日
市市吉和地区に在住か通勤・通
学している妊娠中の人、子育て
中の人
開催日 場所

9/4㈯ 安佐北区地域福祉セン
ター

9/5㈰ 中区地域福祉センター

9/11㈯
東区地域福祉センター
佐 伯 区 地 域 福 祉 セ ン
ター

9/12㈰
安佐南区地域福祉セン
ター
安芸区民文化センター

9/25㈯ 西区地域福祉センター
9/26㈰ 南区地域福祉センター

【時間】10:00～12:00
内乳児、小児に対する心肺蘇生
法やAEDの使用方法などの応
急手当について救急隊員などが
指導
申電話で、各開催日の5日前（祝
日の場合は4日前）までに市救急
教育センターへ。先着各30人
問電232-1580、フ232-1582

野菜づくり基礎講座

対市内に在住か通勤の人
開催日 会場

1 8/4㈬ 佐伯区地域福祉センター

2 8/10㈫ 安芸区地域福祉センター

3 8/17㈫ 安佐南区地域福祉センター

4 8/19㈭ 安佐北区地域福祉センター
【時間】14:00～15:15
内秋冬野菜の栽培管理
申当日会場で、13:00から整理券
配布。先着①③各50人、②70人、
④40人
問農林水産振興センター農林振
興課（電845-4347、フ845-4350）

   7月22日（祝・木）と23日   
　（祝・金）の 家庭ごみは
　通常どおり収集します
問各環境事業所、業務第一課

（電504-2220、フ504-2229）

 納期をお忘れなく
固定資産税・都市計画税
第2期(納期限8月2日㈪)

●納付は便利で安心
な口座振替で。詳しく
は、市HPか右の二次
元コードから

合人社ひと・まちプラザの
講座

対①小学生（1・2年生は保護者同
伴）、③④パソコンの基本操作が
できる人

講座名 日時
1 技術士による
理科工作教室

7/24㈯
10:00～12:00

2 観光ボランテ
ィア体験講座

8/21、9/11、
10/16、11/13、
12/11、来年2/12
の㈯、13:30～
16:00。全6回

3 すぐに使える
ワード講座

9/10～11/19の
隔週㈮、10:00～
12:00。全6回

4 すぐに使える
エクセル講座

9/10～11/19の
隔週㈮、13:30～
15:30。全6回

内①科学技術の
原理を応用した
テンセグリティ
作り、②観光ボラ
ンティア概論、
平和公園のガイド　テンセグリティ

￥②1,000円、③④各7,000円
申①②直接か電話、ファクスで、
③④往復はがきかファクスに、
必要事項(6㌻左)を記入し、8月
31日㈫（必着）までに、同プラザ

（〒730-0036 中区袋町6-36）へ。
先着①20人、②30人、③④抽選各
20人
問電545-3911、フ545-3838
休7月19日

防災セミナー「家族で備えて
つよくなる！防災教室」
 
日7月24日㈯13:00～15:00
内非常持ち出し品などの日頃の
備えを家族で考える防災セミ
ナーを市公式Y

ユ ー チ ュ ー ブ
ouTubeチャン

ネル、無料動画配信サイトRCC 
P
プ レ イ
LAY! で配信　※詳しくは市

HPで
【講師】プラス・アーツ理事長・
永
ながたひろかず

田宏和氏ほか
問災害予防課(電504-2664、フ
504-2802)

持①iPhone（持参不可の場合は
要相談）
申電話かファクスで、①7月21日
㈬、②8月5日㈭の12:00までに、
市視覚障害者情報センターへ。
先着各5人
問電フ240-1220

希望時間(10:00～12:00の間で
10分間隔)を、7月31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
問電261-2333、フ261-7789
休㈬

君もまんが家！まんが講座

①4コマまんが講座
対小学校3～6年生
日8月5日㈭10:30～12:30
②ストーリーまんが講座
対中・高校生*
日8月5日㈭14:00～16:00
場①②合人社ひと・まちプラザ
持①②筆記用具、定規、色鉛筆か
普段使っている画材
申①②7月15日㈭10:00から、直
接か電話、ファクスで。先着①②
各15人
問電261-0330、フ262-5406
休㈪、7月27日、30日セミナー「EC（ネット通販）

を始めるための5つのポイ
ント」

対中小企業の経営者、管理者、創
業予定者など
日8月4日㈬13:30～16:30
場合人社ひと・まちプラザ
内コロナ禍によってさらに注目
されているW

ウ ェ ブ
ebブランディン

グや通販参入について学ぶ
【講師】サイバー・アシスト代表
取締役・吉

よしむらまさひろ
村正裕氏　

￥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、区役所などで。先着25人
問電278-8032、フ278-8570
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