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お知らせ

催しもの

募集します

令和３年（2021年）7月15日 くらしのガイド ひろしま市民と市政

縦覧

犬猫の休日譲渡会

対市内か安芸郡府中町に在住の
人
日7月18日㈰10:00～14:00　　
場動物管理センター　※駐車場
なし　内同センターで保護して
いる犬猫の新しい飼い主の募集
（猫は募集していない場合があり
ます）
問電243-6058、フ243-6276

成人祭実行委員募集

対市内に在住か通勤・通学の18
歳～おおむね22歳(高校生を除
く)
【活動期間】9月～来年2月。月1回
程度
場市役所周辺、広島サンプラザ
内来年1月10日㈷開催の成人祭
の企画・運営など
申所定の申込書か市HPで、8月5
日㈭（必着）までに、教育委員会
育成課へ。申込書は、同課、市役
所市民ロビーなどで。選考8人程
度
問電242-2116、フ242-2018

ねんりんピックかながわ
(ゲートボール)の予選会の
参加者募集

　来年11月に神奈川県で開催さ
れる大会の代表選考会です。
対昭和38年4月1日以前に生まれ
た、市内に在住のゲートボール
連合登録者で構成するチーム
日9月7日㈫8:30～15:00（小雨決
行。荒天時は翌日に順延）
場石

いしうち
内流通第一公園

￥1チーム1,000円
申往復はがきに、必要事項(6㌻
左)を記入し、8月10日㈫（必着）
までに、市ゲートボール連合事
務局(〒731-5103 佐伯区藤の木
三丁目8-22)へ
問文化財団ひと・まちネット
ワーク部管理課(電541-5335、フ
541-5611）

「野菜作りおためし区画」
利用者募集

対市内に在住か通勤の人
【利用期間】8月12日㈭～来年2月
11日㈷

場所 1区画の料金

見張市民農園
円

7,250

三田市民農園 9,750

※1区画25平方メートル、栽培管理講習
(全7回)あり。詳しくは農林水産
振興センターHPで
申往復はがきか同センターHP
で、必要事項（6㌻左）、希望場
所を記入し、7月28日㈬（必着）
までに、同センター農林振興課

（〒739-1751 安佐北区深川八丁
目30-12）へ。抽選各5区画
問電845-4347、フ845-4350

大規模小売店舗立地法によ
る新設店舗の届出書の縦覧

日10月11日㈪まで（平日のみ）
店舗名（面積）所在地 縦覧場所
西村ジョイ
JOYPRO
五日市店

（4,420平方メー
トル）

佐伯区
五日市
町

商業振興課、
佐伯区区政
調整課

【意見書の提出】10月11日㈪（必
着）までに、商業振興課（〒730-
8586 住所不要）へ　
問電504-2236、フ504-2259

物品の売買・委託業務など
の競争入札参加資格審査申
請の追加受け付け

対令和3・4年に、市、水道局が発
注する物品の売買、借り入れ、修
繕・製造の請負、役務の提供(建
設コンサルタント業務を除く)
の競争入札に参加を希望する事
業者
申市HP「業者登録受付システ
ム」で入力期間中に申請書を作
成し、必要書類を添え、8月11日
㈬17:00（必着）までに、物品契約
課へ。HPが利用できない事業者
は、お問い合わせを
【入力期間】7月20日㈫～30日㈮
の平日8:30～17:15
問電504-2083、フ504-2612

市の施設の管理を代行する
指定管理者の募集

　来年4月からの指定管理者を
公募します。詳しくは各所管課
で配布する応募要領をご覧くだ
さい。対象施設や所管課の一覧
表などは市HPで。
問募集内容については、一覧表
に記載のある各所管課へ。制度
全般については、行政経営課（電
504-2346、フ504-2372）へ

小規模修繕契約希望者登録
申請の追加受け付け

対令和3・4年度に、市が発注する
施設の小規模修繕（原則50万円
未満）の受注を希望する事業者
申所定の申請書を、8月20日㈮

（必着）までに、工事契約課へ。持
参の場合は、8月16日㈪～20日㈮
の13:00～17:00に受け付け。申
請書は市HPで
問電504-2280、フ504-2612

建設工事などの競争入札参加
資格審査申請の追加受け付け

対令和3・4年度に、市、水道局が
発注する建設工事、地質調査業
務、測量業務、土木・建築関係建
設コンサルタント業務、補償関
係コンサルタント業務の入札に
参加を希望する事業者
申市HP「業者登録受付システ
ム」で、入力期間中に申請書を作
成し、必要書類を添え、郵送で9
月3日㈮(必着)までに、工事契約
課へ
【入力期間】8月16日㈪～20日㈮
の8:30～17:15
問電504-2280、フ504-2612

就職ガイダンスひろしま
（オンライン合同就職面接会）

対来年3月に大学などを卒業予
定の人、卒業後3年以内の人
日7月29日㈭、30日㈮の10:00～
16:50
内県内企業と大学生などが動画
アプリZ

ズ ー ム
oomを使ってオンラ

イン面接
申7月28日㈬17:00までに、広島
労働局HPで
問東京リーガルマインド若年
者地域連携事業事務局（電534-
2389、フ534-2422）

親子自然観察会
「夏の夜の昆虫観察会」

対市内に在住の小・中学生を含
む家族
日8月8日㈷19:30～21:00　※雨
天の場合は15日㈰に順延
場ひろしま市民の里＠安佐
申往復はがきか農林水産振興
センターHPで、参加者全員の必
要事項（6㌻左）を記入し、7月26
日㈪（必着）までに、同センター
農林振興課（〒739-1751 安佐
北区深川八丁目30-12）へ。抽選
15人
問電845-4347、フ845-4350

障害者週間の体験作文・ポスターを募集
部門 対象 テーマ 規格

1
体験作文

小学生
以上

出会い、ふれあい、心の輪
-障害のある人とない人
との心のふれあい体験を
広げよう-

B4判かA4判縦書き400字
詰め原稿用紙に、小・中学
生は2～4枚、高校生＊以上
は4～6枚程度。題名は自由

2
ポスター

小・中学
生

障害の有無に関わらず、
誰もが能力を発揮して安
全に安心して生活できる
社会の実現

B3判か四つ切りの画用
紙を縦で。画材は自由。
文字は使用不可

申作品と、別紙に題名、必要事項(6㌻左）、生年月日、職業か学校名、障
害の有無・程度を記入し、9月1日㈬(必着)までに、障害福祉課(〒730-
8586 住所不要)へ。入賞者に記念品あり
問電504-2147、フ504-2256

HPは「広島市」で検索。 広島市 検 索

求人情報　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。

期は期末手当あり、交は交通費別途支給あり。
いずれも10月1日採用予定

試験
日

締切
日 申込先

安佐動物
公園

（安佐北区）
業務員

（非常勤）
資格要件特になし／食堂・売店業務な　

　ど／週5日、9:30～
16:15の5時間45分勤務（㈯・㈰・㈷勤務あり）で月額13万
4900円（特別報酬あり）交／若干名

8/5㈭ 7/29㈭
（必着）

みどり生きもの協会
経営企画課
電228-0811
フ228-1891

消費生活
センター

（中区）
消費生活相談員

（会計年度任用）

次のいずれかの資格を持つ人　●消費生活相談員　
●消費生活専門相談員　●消費生活アドバイザー／消
費生活相談な　

　ど／週5日、10:00～19:00の間の5時間45分勤
務で月額約18万9000円期 交／若干名

8/20㈮ 8/13㈮
（必着）

消費生活センター
電225-3329
フ221-6282

障害自立
支援課

障害福祉サービ
ス検査員

（会計年度任用）

介護支援専門員などの資格を持ち、居宅介護支援事業
所、障害福祉サービス事業所などで管理者やサービス提
供責任者などとして1年以上勤務した経験がある人／障
害福祉サービス事業者などに対する訪問指導業務／1日
5時間45分勤務で月額約16万8000円期 交／若干名

8/24㈫ 8/16㈪
（必着）

障害自立支援課
電504-2841
フ504-2256

火災予防の絵を募集し、ポスターに活用します
対象 テーマ 規格

市消防局管
内の小・中
学生

●住宅用火災警報器の点検や交換を促すもの
●火遊び、寝たばこの注意を促すもの
●家庭での火災予防に関するもの　など

四つ切りの画用紙
で。方向、画材、色数
は自由。1人1点まで

申作品の裏に所定の応募票を貼って、9月8日㈬(必着)までに、最寄り
の消防署予防課（出張所を除く）へ。応募者全員に参加賞あり。応募票
や内容など詳しくは市HPで
問消防局予防課（電546-3476、フ249-1160）

事業者の皆さんへ

市営店舗への入店者募集

　7月定期募集の募集店舗一覧
表を配布します。申込資格、使用
料など詳しくは区建築課で配布
の募集案内で。
申7月26日㈪、27日㈫に募集店舗
のある区の建築課へ
問電中区504-2578、南区250-
8959、西区532-0949、フは6㌻左

らんま先生の①省エネル
ギー教室、②環境実験ラボ 

対①小学生と保護者、②中・高校
生*
日①8月9日㉁14:00～15:30、②8
月10日㈫10:30～12:00
場国際会議場
内①省エネルギーなどに関する
講演、水を使った実験、空気砲体
験、②燃料電池を使った実験、講
演など
【講師】環境パフォーマー・らんま
先生
申①②7月28日㈬までに、市HP
で。先着①80人、②30人
問温暖化対策課(電504-2185、フ
504-2229)

被爆体験伝承講話
（オンライン）

日7月31日㈯、8月1日㈰～4日㈬、
6日㈮の10:00～11:00、14:00～
15:00
内被爆体験を受け継いだ伝承
者の講話をY

ユ ー チ ュ ー ブ
ouTubeの専用

チャンネルでライブ配信　※詳
しくは平和記念資料館HPで
問電242-7828、フ247-2464

離職中の看護職員のため
の再就職支援セミナー

対保健師・助産師・看護師・准看
護師の有資格者で未就業者（子
ども同伴可。託児あり）
日7月26日㈪13:30～15:30
場市総合福祉センター
内履歴書作成方法、面接対策、就
業相談など
【講師】1級キャリアコンサルタ
ント技能士・増

ますのようこ
野洋子氏

申託児希望のみ、電話で、7月19
日㈪までに、県看護協会へ
問電293-9786、フ295-6749

ヒロシマ平和の灯
ともしび
のつどい

日7月31日㈯①17:30～18:30、②
19:00～20:00
※②のみ大雨の場合は中止
場①平和記念資料館、②平和記
念公園原爆死没者慰霊碑前
内①被爆者の証言を聞く、②とも
したロウソクを手に原爆犠牲者
の霊を慰め、核兵器廃絶を祈る
申①②当日会場で。①先着100人
問男女共同参画課(電504-2108、
フ504-2609)

湯来交流体験センター
の催し

催し名 日時 定員
1 砂谷牛乳
でアイスク
リーム作り

7/24㈯、25㈰
14:00～15:00

各
10人

2 そば打ち
教室

7/31㈯、8/7㈯
10:30～13:30

各
4組

※②温泉入浴券付き
場①②同センター
内②体験は1組2人まで。試食は1
組5人まで　￥①800円、②4,500
円／組（別途、2人目から試食用
そばつゆ代200円／人）
持②エプロン、三角巾、持ち帰り
用保冷バッグ、入浴セット
申電話かファクスで、各開催日
の①1週間前、②3日前までに。先
着順
問電0829-40-6016、フ0829-85-
0205　休㈪（8月9日は除く）、8月
6日、10日

昨
年
の
様
子

昨
年
の
様
子

（
昨
年
は
昼
に
開
催
）

昨
年
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

教
室
の
様
子


