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〒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㈪(8/9は開館)､7/27~30､8/10

江波山気象館 電231-0177
フ234-1013

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㈪(8/9は開館)､7/27､30､8/10

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㈪(8/9は開所)､8/6

●6月15日号のクイズの答えは「狂犬病」、応募総数は351通でした

催しなどに関する
お知らせ

6ページ 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。 〒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㈬（夏休み期間中は無休）

ひろしま遊学の森
（森林公園）

電899-8241
フ899-8491

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㈪(7/26は開所)､7/23､24､8/6､10

〒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㈪(8/9は開館)､7/15､8/10

ヌマジ交通ミュージアム 電878-6211
フ878-3128

ひろしま市民と市政 くらしのガイド 令和３年（2021年）7月１５日

①中国のことばとあそびにふれ
よう
対幼児～小学生と保護者
日8月7日㈯11:00～12:00
場青少年センター
内中国語と日本語での絵本の読
み聞かせ、中国の遊びの紹介な
ど
【講師】和紙ちぎり絵講師・岩井
梅子氏
②小学生一日図書館員
対市内に在住か通学の小学校4
～6年生
対象 日 時
4年生 8/17㈫

13:00～16:305年生 8/18㈬

6年生 8/19㈭
申①7/15㈭9:00から、直接か電
話、ファクス、市立図書館HPで、
②直接かはがき、ファクス、市立
図書館HPで、必要事項（6㌻左）、

対①小学校4年生以上（小学生は
保護者同伴）、②小学校4～6年生

催し名 日時
1 平和ウオークin
似島

8/1㈰
10:10～14:30

2 感動塾・みちくさ
「海からの贈り物」・
生物の七不思議

9/18㈯～20
㈷（2泊3日）

【集合・解散の場】②広島港（南区
宇品海岸一丁目13）
内①戦争と似島に関する講話、
遺構巡り、慰霊碑巡りと参拝、②
似島の海洋生物の観察や実験、
カヌー体験など
￥①96円（別途フェリー代要）、
②5,500円　持①昼食
申①電話で、7月24日㈯までに、
②郵送で、必要事項(6㌻左)、学
校名、性別、保護者名を記入し、
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、
8月3日㈫(必着)までに。①先着
60人、②抽選42人

対①小学校3～4年生、②小学生
を含む家族（4歳未満は参加不
可）
催し名 日時

1 うしずサイ
エンスクラブ

8/18㈬～20㈮
(2泊3日)

2 日帰り豆腐
作り・ブルーベ
リー収穫体験

8/28㈯
10:00～15:30
（受け付け9:30）

内①水をテーマに実験、観察、施
設見学、②豆腐・きな粉作り、ブ
ルーベリー収穫・ジャム作り
￥①5,000円、②200円／人
申参加者全員の必要事項(6㌻
左)、①性別、学校名、保護者名を
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、7月26日㈪(いずれも
必着)までに。抽選①30人、②6家
族

●企画展「かがくであそぼう」
日7月31日㈯～8月29日㈰の9:00、
10:20、12:40、14:00、15:20から、
各1時間20分
内科学やセンサーの仕組みを利
用した体験展示
申①7月16日㈮から、同館HPか、
②当日9:00から、会場で。先着①
各回22人、②各回10人
●展示「被爆建物としての江波
山気象館」
日7月31日㈯～8月9日㉁
内同館の前身である旧広島地方
気象台の歴史を、原爆当日の天
気図や当番日誌など、さまざま
な資料を通して紹介

●夏季企画展「世界を駆けろ！
サーキットで戦う日本のオート
バイ」
日7月16日㈮～8月29日㈰
内日本製オートバイの歴史と進
歩を紹介
●ビークルシアター
日8月6日㈮、7日㈯の11:30、13:30、
14:30から各回30分
【上映作品】ヒロシマに一番電車
が走った

市民サロンコンサート

日7月21日㈬12:20から
場JMSアステールプラザ
内サクソフォンとピアノの演奏
申当日会場で、11:20から整理券
配布。先着80人
問文化財団企画事業課(電244-
0750、フ245-0246)

ひろしんビッグウェーブの催し
催し名 対象 開催日 時間 参加費 定員

1 チャレンジ！アーティ
スティックスイミング 100㍍以上

泳げる小
学生以上

8/21㈯
10:00～12:00 各700

円 人
20

2 チャレンジ！高飛び込み 8/22㈰ 30
申7月15日㈭9:00から直接か、10:00から電話で。いずれも先着
問電222-1860、フ222-1861 休㈫

各スポーツ施設のスポーツスクール
対市内に在住か通勤・通学の初級者
申往復はがき(1人各コース1枚)に、必要事項(6㌻左)、コース、対象、性別、
小学生は学校名を記入し、7月29日㈭(必着)までに、各施設へ。抽選(前回未
参加者優先)　※定員未満は中止の場合あり　休①～④㈫
①マエダハウジング東区スポーツセンター （〒732-0068 東区牛田新町一丁目8-3 電222-1860）
②南区スポーツセンター  　　　　（〒734-0032 南区楠那町7-31　電251-7721）
③安佐南区スポーツセンター（〒731-3161 安佐南区伴東三丁目13-16 電848-2411）
④クアハウス湯の山      （〒738-0601 佐伯区湯来町和田443 電0829-83-1198）
施設 教室名 コース 対象 曜日 期間 回数 時間 定員 参加費

1
リラックスヨガ 夜2 中学生以上 土 9/4～11/27 10 19:45～20:45 人

18
円

4,400
かけっこ 朝2

小学校1～3年生

月水
木金 8/16～26 7 9:00～10:30

各
24

4,500

2
体操 昼3 木 9/9～11/18 10 16:00～17:30 6,100
かけっこ合
宿 昼1 水木

金土 8/18～21 4 13:00～14:30 2,700

3
水慣れ

朝3 3歳以上の幼児と
保護者

土
8/28～9/25 各

5
9:30～10:30 各

10
組

各
3,400朝4 11:00～12:00

水泳
夜2 18歳以上の経験者 9/4～12/11 15 19:00～20:30 12 9,500

4 昼2 小学生 金 9/10～12/3 12 17:00～18:00 36 15,400

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

厳島神社の「御砂」を粘土に混ぜ焼きあげ
る「宮島御砂焼」。「もみじ紋」は紅葉の葉を
一枚一枚貼り付け絵柄とし、上品な華やか
さの中にほっとするような温もりも感じら
れます。商品の問い合わせは、同社(電0829-
56-0027、フ0829-56-2980)へ。

申はがきに、住所、氏名、年齢、電話番号、性別、応募の号、答え（1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、7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1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(8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

もみじ紋
もん

マグカップ（黄） 1個／宮島御
おすなやき

砂焼 対
たいげんどう

厳堂

Q 洪水や土石流などによる水害の歴史を伝える
ため、地域の自主防災組織などによって建立
されているのは？

水害○

●森林公園の催し
対①小学生以下と保護者、②小
学校3～6年生と保護者
催し名 日時
1 スイカ
割り大会

7/25㈰ 10:30から (受
け付け 9:30)、13:30
から (受け付け12:30)

2 古代生
活体験会 8/9 ㉁ 10:00 ～ 14:30

内②火おこし、弓矢、古代米試
食、土器作り（希望者のみ）など
￥②100円／人と、300円×土器
の個数
申①当日会場で、②往復はが
き(1家族1枚)に、必要事項（6㌻
左）、土器の希望個数を記入し、
7月26日㈪(消印有効)までに。①
先着各50人、②抽選18組
●こんちゅう館の催し
「むしむしサマースクール」
対小学生
日8月㋐7日㈯、㋑21日㈯の10:00
～12:15
内こんちゅう館のお仕事体験
申往復はがきに、必要事項（6㌻
左）、希望日、応募動機を記入し、
7月㋐22日㈷まで、㋑21日㈬～8
月5日㈭(いずれも消印有効)に、
同館へ。抽選各3人程度

ユーストピア（勤労青少年ホーム）の講座
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7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7月22日、23日、8月6日、9日、①②㈰、③㈬
施設 講座名 曜日 期間(回数) 時間 参加費 定員

1

こどもジャグリング＆
マジック教室

火木
土 8/3～28(6) 12:00～14:00

円

2,000
人

各
10

ヒップホップダンス 木 8/19～9/30(5) 19:00～21:00 -

2
くん製づくり 土 8/21(1) 10:00～13:00

-

11

コーチング講座 水 9/1～22(4) 19:00～21:00 10

3
硬式テニスを楽しもう 木 9/2～10/14(6) 19:30～21:00 16

ボウリング講座 月 9/13(1) 19:00～21:00 10

【その他の講座】①男女のコミュニケーション講座(8/5㈭、夜1回)、日商簿
記3級入門(8/23㈪から、夜12回)、②フラワースワッグ（花の壁飾り）づくり
(8/28㈯、昼1回）、作ろう！ステンドグラス(9/4㈯、昼1回)、ハンドメイドア
クセサリー（9/18㈯、昼1回)、③はじめて講座ラテアート（8/20㈮、夜1回）、
ランニングセミナー（9/5㈰から、朝6回）、お好み焼き講座（9/21㈫、夜1回）
※詳しくは各数字の問へ

対③小学校1～3年生と保護者
催し名 日時

1 アリ植物講
演会

7/24㈯
13:30から

2 食虫植物実
演会

8/8㈷
13:30から

3 親子植物体
験教室

8/9㉁
10:30～14:00

内①植物体内にアリを住まわせ
共生しているアリ植物の解説、
②虫を食べる食虫植物を紹介
し、栽培方法や魅力を実演、解

あつまれ忍者キッズ！
忍者ショーに出演しよう

対小学校1～3年生
日8月18日㈬、25日㈬の10:30～
12:00、9月4日㈯15:00～18:00。

全国保育団体合同研究集会

対保育・子育てに携わる人
日7月31日㈯13:00～16:30、8月
1日㈰10:00～16:00 場グリー
ンアリーナ（同会HPでライブ・
録画配信あり）　内保育・子育て
フォーラム「コロナ禍で考える
保育と私たちの未来」など
￥一般6,000円、学生4,000円
申所定の申込書を、7月21日㈬ま
でに、県保育団体連絡会へ。申込
書は、同会HPで
問電247-1865、フ247-1870

全3回
場青少年センター、K

コ イ プ レ
OIPLACE

（西区己斐本町一丁目18-3）
内本格的な殺

た て
陣を体験し、忍者

ショーで地域の人に成果を見て
もらう
申直接か電話、ファクスで、7月
28日㈬までに、同センターへ。抽
選10人
問電228-0447、フ228-7074
休㈫、7月23日、24日、8月9日、11日

学校名を記入し、7月29日㈭（必
着）までに。①先着30人、②抽選
各6人

説、③面白い植物の園内探検、ク
イズ、フラワーアレンジメント
など
￥③1,000円／組
申③往復はがきに、必要事項(6
㌻左)を記入し、7月20日㈫(必
着)までに。先着①②各100人、③
抽選16組

〒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㈮（7/23、8/6は開園）

植物公園 電922-3600
フ923-6100


