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中国
放送

土曜日
21：54
〜21：58

21日
28日

ハワイと深い絆で結ばれる瀬戸内のハワイの巻
大竹の臨海公園でアウトドアを満喫！の巻

カープ家のひろし
ま生活＋プラス

広島
テレビ

日曜日
21：54
〜21：58

15日
22日
29日

三世代同居・近居支援事業
敬老の日は「火の用心」を贈ろう
水害碑が伝えるひろしまの記憶

＊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、8月15日〜9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

■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

福祉・健康
講座・講習会

　
本紙掲載の催しなどに関するお知らせ（7月30日㈮現在）
　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
り催しなどを開催できるように
取り組んでいますが、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。本紙掲載の催しなどの詳しい開催状況は、各主催者に
お問い合わせください。最新情報は市HPにも掲載しています。
　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

　 戦没者に黙とうを
　きょう(8月15日)、東京で政府
主催の全国戦没者追悼式が行わ
れます。戦没者に対し、追悼の意
を表すため、正午に市役所など
でサイレンを鳴らします。
　職場や家庭で1分間の黙とう
をささげ、戦没者の霊を慰め、祈
りましょう。

在職中の障害のある人の
交流会

対市内に在住で一般就労中の障
害者　日9月10日㈮18:00～20:00
場市総合福祉センター　内就労
の定着を促進するための交流会
申電話かファクス、郵送で、市手
をつなぐ育成会（〒733-0004 西
区打越町17-27）へ。先着20人
問電537-1088、フ537-1090

パソコン講習会

①障害者のためのパソコン活用
講座（聴覚・上肢・知的・精神障害
者対応）
対市内に在住か通勤・通学の障害
者。介助者の同伴は1人可
日9月1日～22日の㈬13:00～
17:00。全4回
②資格取得希望者向け講座
対市内に在住か通勤・通学の障害
者でパソコンの基本操作ができる
人。介助者の同伴は1人可
日9月3日～10月26日の㈫・㈮、
13:00～17:00。全16回
場①西区地域福祉センター、②東
区地域福祉センター
申①②電話かファクスで、8月①
25日㈬、②27日㈮までに、情報シ
ンフォニーヘ。先着①②各5人
問電502-6112、フ502-6097

視覚障害者向け歩行ナビ
ゲーションシステム「あし
らせ」体験会

対10～50代の中途失明者。介助
者の同伴は1人可
日8月30日㈪10:00～16:00
場市視覚障害者情報センター
内靴装着型のGPS機能を利用し
た振動型歩行補助機器の体験
申電話で。先着5人
問電240-1220、フ258-4018

心身障害者福祉セン
ターの催し

①軽スポーツ大会
対6歳以上（障害の有無を問わない）
日9月20日㈷10:00～16:00
場同センター　内レクリエーショ
ンスポーツなど。1チーム6人程度
でのチーム対抗戦。個人申込可
②視覚障害者のための魚釣り体
験
対中学生以上の視覚障害児・者
日10月2日㈯8:00～14:30　※荒
天時は10月16日㈯に延期　【集合
の場】同センターか市営宇品桟橋
内大

お お な さ び じ ま
奈佐美島近海で船釣り体験

申①②所定の申込書に、63円を添
えて直接か、往復はがき（〒732-
0052 東区光町二丁目1-5）に、参
加者全員の必要事項(6㌻左)、障
害名、②は生年月日、性別、ファク
ス番号、介助者の有無(有の場合
は介助者の必要事項と生年月日、
性別、ファクス番号)を記入し、8
月31日㈫（①消印有効、②必着）ま
でに。視覚障害者は電話でも可。
申込書は、同センターで。①先着
60人、②抽選8人
問電261-2333、フ261-7789　休㈬

特別児童扶養手当・障害児
福祉手当・特別障害者手当
の申請を

①特別児童扶養手当
対精神か身体に中度以上の障害
があり、日常生活で常時介護を
必要とする20歳未満の児童を養
育している人
②障害児福祉手当
対精神か身体に重度の障害があ
り、日常生活で常時介護を必要
とする在宅の20歳未満の人
③特別障害者手当
対精神か身体に著しい重度の障
害があり、日常生活で常時特別
の介護を必要とする在宅の20歳
以上の人　※①～③いずれも、
所得制限あり。詳しくはお問い
合わせを　
※現在手当を受けている人は、
所得状況届を、9月13日㈪まで
に、区福祉課へ
区 問い合わせ 区 問い合わせ
中 電504-2588
フ504-2175

安佐
南

電831-4946
フ870-2255

東 電568-7734
フ568-7781

安佐
北

電819-0608
フ819-0602

南 電250-4132
フ254-9184 安芸 電821-2816

フ821-2832

西 電294-6346
フ294-6311 佐伯 電943-9769

フ923-1611

介護福祉士実務者研修講
習会

対ひとり親家庭の親と子、寡婦
で、①訪問介護員2級養成研修
課程修了以上の有資格者、②介
護職員初任者研修修了者
日10月2日～11月20日の通信制。
スクーリング（全8回）は、㈯の
9:00～17:30　
場ホリスケアアカデミー大手町
校（中区大手町三丁目1-7）

【事前説明会の日／場】8月28日
㈯13:00～15:00／市総合福祉セ
ンター
￥①1万3870円、②1万3200円
申はがきに必要事項（6㌻左）を
記入し、8月20日㈮（必着）までに、
市母子寡婦福祉連合会（〒732-
0822 南区松原町5-1）へ。抽選5人
問電261-2235、フ261-2236

発達障害者家族の集い

対発達障害の診断を受けたおお
むね18歳までの子どもがいる家
族
開催日 時間 会場 締切日

10/1、29、
11/19の㈮

10:00～
12:15

（全3回）

西区地域福祉
センター

9/17
㈮

10/8、11/5、
26の㈮

安佐南区地域
福祉センター

9/24
㈮

10/15、11/12、
12/3の㈮

東区地域福祉
センター

10/1
㈮

内悩みの共有や情報交換など
申電話か所定の申込書を、各締切
日までに、こども・家庭支援課へ。
申込書は市HPで。抽選各20人
問電263-0683、フ261-0545

肢体障害の機能回復訓練

対市内に在住か通勤・通所・通学
の身体障害者手帳を持つ肢体障
害者　日9月12日㈰9:30～12:00
場心身障害者福祉センター
内ボッチャを楽しみながら、機
能回復訓練をする
申所定の申込書を、9月2日㈭（必
着）までに、市身体障害者福祉団
体連合会へ。申込書は、同会、障
害福祉課、区福祉課で
問同会（電263-4524、フ263-9713）

子育て中の人向け再就職
セミナー

対子育てをしながら再就職を目
指す人
日9月8日㈬10:00～12:00
場安佐南区地域福祉センター
内子育てと仕事を両立できる最
良の方法を探し、ワークライフ
マネジメントと自分の強みを考
える　【講師】C

シーズ
's P

ポ ー ト
ORT代表取

締役・森田由美子氏
申電話か市HPで、雇用推進課
へ。先着10人
問電504-2244、フ504-2259

 納期をお忘れなく
市・県民税　第2期
(納期限8月31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

ひとり親家庭のつどい
「親子でバーベキュー」

対市内に在住の母子・父子家庭の
親と3歳以上の子ども
日10月10日㈰9:00～15:00
場中央森林公園(三原市本郷町上
北方1315)
￥高校生＊以上2,000円、小・中学生
1,500円、幼児1,000円
申はがきかファクスに、参加者全
員の必要事項(6㌻左)を記入し、8
月31日㈫(必着)までに、市母子寡
婦福祉連合会(〒732-0822 南区松
原町5-1)へ。抽選300人
問電264-0505、フ264-0506

女性のための森
も り

林づくり
入門体験講座

対18歳以上の女性 
日9月26日㈰9:30～15:00、10月
10日㈰10:00～15:00。全2回
場安佐動物公園、植物公園
内森の調査、木の伐採体験、植物
観察、木工クラフトなど
￥1,000円
申はがきか農林水産振興セン
ターHPで、必要事項（6㌻左）
を 記 入し、9月3日 ㈮（ 消 印 有
効）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20人 
問電845-4348、フ845-4350障害者職業能力開発校の

訓練生募集「総合実務科
(チャレンジコース)」

対15歳以上の発達障害の人
日10月1日㈮～来年3月18日㈮
場同校(南区宇品東四丁目1-23)
申所定の申込書を、9月2日㈭まで
に、各ハローワークへ。申込書は、
各ハローワークで。選考5人
問い合わせ先 電話 ファクス
同校 254-1766 254-1716
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

広島 223-8609 223-5122
広島東 264-8609 264-1355
可部 815-8609 814-6222
廿日市 0829-32-8609 0829-32-3350

市民活動人材育成講座
「アサーティブコミュニ
ケーション」

対市民活動などに関わっている
人
日8月31日～9月28日の㈫、19:00
～21:00。全4回
場合人社ひと・まちプラザ
内相手に伝わる話し方、聞くこ
との大切さを学ぶ
申来館か電話、ファクスで、必要
事項（6㌻左）、メールアドレス、
活動実績を記入し、8月24日㈫

（必着）までに。先着16人
問電545-3911、フ545-3838
休8月16日

犬のしつけ方教室 

対飼い犬の登録をし、毎年狂犬病
予防注射・混合ワクチン接種、避妊
去勢手術を受けさせている人
日9月10日、10月1日の㈮、13:30～
15:00。全2回
場中工場
申電話かファクスで、必要事項

（6㌻左）、犬の鑑札番号を記入
し、8月24日㈫までに、動物管理
センターへ。抽選15組(犬同伴)
問電243-6058、フ243-6276
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