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HPは「広島市」で検索。 広島市 検 索

催しもの

募集します

令和３年（2021年）8月15日 くらしのガイド ひろしま市民と市政

縦覧

お知らせ
植木せん定枝リサイクルセ
ンターが廃止となります

　来年3月31日㈭で同施設が廃
止となります。せん定枝の受け
入れは11月30日㈫までです。受
け入れ終了後は、50㌢以下の長
さに切り、束ねて市焼却工場へ
搬入を。（直径が生木で5㌢以下、
乾燥木で10㌢以下に限る）
問業務第一課（電504-2219、フ
504-2229）

緑のカーテンコンクール
作品募集

対市内の家庭や事業所など
内個人、団体、学校の各部門ごと
に審査。入賞者には副賞あり
申所定の応募用紙を、8月16日
㈪～9月10日㈮(必着)に、緑政課
へ。応募用紙は同課、市HPで
問電504-2396、フ504-2391

人生の節目に記念樹を植え
ませんか

対市内に在住で、今年4月1日～
来年3月31日に成人や結婚など
を迎えたか迎える人 
日10月30日㈯～11月7日㈰の10:00
～16:00
場植物公園
内自宅の敷地内で育てる記念樹
の苗木を贈呈
申専用往復はがきを、8月31日㈫

（消印有効）までに、みどり生き
もの協会へ。専用往復はがきは、
区役所、出張所、公民館などで
問電228-0815、フ228-1891

広島ゆかりの
アニメーション上映会

上映日 作品 開始時刻
8/27 ㈮ キドモモドキ／

はだしのゲン 2
各日
10:30
14:00

各日
18:00 28 ㈯ 太陽をなくした日

／クロがいた夏
29 ㈰ アマイとサダコの

祈 り ／ か っ 飛 ば
せ！ドリーマーズ

-

場映像文化ライブラリー
内被爆体験をテーマにしたア
ニメーションなど　￥大人510
円、高校生*・シニア250円
問電223-3525、フ228-0312　休㈪

保育士復職応援セミナー

対保育士資格を持っている人
日9月①7日㈫13:30～14:30、②
9日㈭13:30～14:25、14:40～
15:35
場ハローワーク①可部(安佐北
区可部南三丁目3-36)、②広島
(中区上八丁堀8-2)　内保育に
関するセミナー、説明会など
申直接か電話で、各ハローワー
クへ。先着①9人、②各8人
問①電815-8609、フ814-6222、②
電228-0522、フ221-8626

保育士就職ナビ

対保育士を目指すか同資格を
持っている人　日9月5日㈰10:00
～14:00　場産業会館東展示館

（南区比治山本町12-18）
内現役保育士などによる施設の
情報提供や就職相談
問私立保育協会（電207-1010、
フ207-1011）

ケチャップ作り講習会

対市内に在住か通勤の人
日9月18日㈯10:00～12:00
場三田市民農園　￥500円／人
申往復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、8月27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6人
問電845-4347、フ845-4350

アナウンス講座（応用編）

対中学生～30歳
日9月5日㈰、12日㈰の10:00～
12:00。全2回
場青少年センター
申直接か電話、ファクスで、8月
29日㈰までに。抽選20人
問電228-0447、フ228-7074　休㈫

創業アカデミー「今すぐ使え
る！起業の知識と心構え」

対創業予定か、創業後間もない
人
日10月3日～24日の㈰、9:30～16:30。
全4回
場中央図書館
内創業のための基本的な考え方、
必要な知識や手法を学ぶ　
￥4,000円
申所定の申込書を、中小企業支
援センターへ。申込書は、同セン

コース名(全20回) 対象 曜日 開催期間 時間 定員 会費

硬式庭球(初級) 18歳
以上

月･水 9/1～11/24 13:30～15:30 人

各15 各3万3000円18:30～20:30
硬式庭球（経験者) 火･木 9/2～11/25 18:30～20:30 20
申8月16日㈪9:00から、直接、会費を持参。先着順　※定員未満は中止
の場合あり
問電278-5031、フ278-1704　休なし

スポーツ施設の催し

サンプラザスポーツ教室

スポーツ施設のスポーツスクール

観光親善大使を募集します 
　広島の観光の魅力を市内外に
PRし、広島のイメージアップを
図ってもらいます。
対市内に在住か通勤・通学の18
歳以上(11月17日時点)で、11月
17日㈬から1年間、市内外で行わ
れる行事約50回に参加できる
人。性別、未婚・既婚は不問

【選考審査】1次9月15日㈬／最終
10月1日㈮
申所定の申込書を、9月3日㈮(必

着)までに、観光コンベンション
ビューロー魅力創造部へ。申込
書は、同ビューローHP、平和記
念公園内レストハウス、市役所
市民ロビー、区役所などで。選考
3人
問電554-1811、フ554-1815

広島市民病院の予約受付時
間を変更します

　9月1日㈬から次のとおり変更
します。　①再来受付機の受付
時間は7:30から　②再来受付
機の受け付けは診察・検査のい
ずれか早い予定時間の1時間30
分前　③正面玄関の開放時間は
7:30から
問同病院①②医事課、③総務課

（電221-2291、フ223-5514)

催し名 対象 日時 料金 定員
1 体験テニス教室 18歳以上 9/10㈮10:00～12:00 円

800 20人
２やってみよう！
アーチェリー 小学校4年生以上 9/11㈯14:00～15:30、16:00

～17:30 各700 各
12人

3 水遊び体験 1、2歳児と保護者 9/4、11の㈯、10:30～11:30 各750 各回
10組4 水慣れ体験 3～5歳児と保護者 9/18㈯10:30～11:30 950

場①広島翔洋テニスコート、②安佐南区スポーツセンター、③④クア
ハウス湯の山
申8月15日㈰①②9:00、③④10:00から、電話で。①②は直接も可。いず
れも先着順
問①電224-2191、フ224-2192、②電848-2411、フ848-2432、③④電
0829-83-1198、フ0829-83-1177
休①㈬、②～④㈫（③④8月31日㈫までは無休）

対市内に在住か通勤・通学の人(コース欄に記載のないものは初級者)
申往復はがき(1人各コース1枚)に、必要事項(6㌻左)とコース、対象、
性別、小学生は学校名を記入し、8月28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①～⑦㈫
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東雲屋内プール　　　　（〒734-0022　南区東雲三丁目16-3　電286-6909）
④出島屋内プール　　　　(〒734-0013　南区出島一丁目32-92   電254-2891)
⑤安佐南区スポーツセンター(〒731-3164　安佐南区伴東三丁目13-16　電848-2411)
⑥佐伯区スポーツセンター(〒731-5136　佐伯区楽々園六丁目1-27 　電924-8198)
⑦湯来体育館　　　 　(〒738-0512　佐伯区湯来町白砂1215-1　電0829-40-5100)
施設 教室名 コース 対　象 曜日 期　間 回数 時　間 定員 参加費

1 水泳

朝2 18歳以上 水 9/22～12/1

各
10

10:30～12:00 人

各
12

円

各
6,600

夜2 中学生以上
金 9/24～11/26

19:00～20:30

昼2
小 学 校1・2
年生 17:00～18:30 各

24小学校3～6
年生 月 9/27～11/29

2

バドミントン 夜3 中学生以上 木 9/30～11/18 各8 19:00～21:00 各
12卓球

エアロビク
ス

朝3 18歳以上 月 9/27～11/29
各
10

10:00～11:30 各
30

各
4,100

夜3 中学生以上 土 9/18～11/20 19:00～20:30
剣道 小学生以上 水 9/15～11/24 18:00～19:30 28 5,600

3

親子水慣れ
朝3 3歳 以 上 の

幼児と保護
者

日 9/26～10/24 各5
10:15～11:15 各8

組
各

3,600朝4 11:30～12:30

水泳

朝5 小学生 土 10/2～12/4

各
10

10:30～12:00 各
24

各
6,600

朝6 日 10/3～12/5
朝2 18歳以上 金 10/1～12/3 10:15～11:45
昼6

小学生
日 10/3～12/5 16:00～17:30 12

昼7 木 10/7～12/9 17:15～18:45 各
24昼8 金 10/1～12/3

昼2 18歳以上 月 10/4～12/6 14:00～15:30 12
50歳以上 木 10/7～12/9 24

夜3 中学生以上 日 10/10～12/12 18:00～19:30 12

4

朝4

小学生

10/3～12/5 11:00～12:30
各
36

昼4 水 10/6～12/15
16:45～18:15昼5 木 10/7～12/9

昼6 金 10/8～12/10
朝2 水 10/6～12/15 10:30～12:00 24

5

ピラティス 夜2 18歳以上 月 10/4～12/6 各
10 19:00～20:30 各

20
各

5,100ヨガ 水 10/6～12/15
ベビーヨガ 朝2 0歳児＊と保

護者 金 10/8～11/19 7 10:30～11:30 12
組 4,200

体操 昼2
小 学 校1・2
年生 木 10/7～12/9 各

10
15:30～17:00 各

24
各

6,100小学校3～6
年生 17:15～18:45

アーチェリー 昼1 小 学 校4年
生以上 土 10/16～11/27 7 13:00～15:00 各

12
6,000

水慣れ 朝2 ※1 10/2～12/4

各
10

10:00～11:30
各

6,600水泳 昼3
小学生

金 10/1～12/3 17:00～18:30 各
24昼4 水 10/6～12/15

6

体操 昼2 木 9/30～12/2 17:15～18:45 6,100
ヨガ 昼1 18歳以上 金 9/24～11/26 13:15～14:45 30 4,100

ヒップホッ
プダンス 昼2

※2 水 9/22～12/1
16:45～17:45 各

12
各

5,500小学校3～6
年生 金 10/1～12/3

水泳

朝2 18歳以上 月 9/27～11/29 10:00～11:30
各

6,600
昼6

小学生
木 9/30～12/2

17:00～18:30 各
24昼7 金 10/1～12/3

昼8 月 10/4～12/6
アクアビクス 昼2

18歳以上
水 9/22～12/1 13:30～15:00 16 5,700

7 ズンバ 夜3 木 10/7～12/9 19:45～20:45 各
30

各
3,200※3 20:50～21:50

＊生後 3 カ月以上　※ 1: 水慣れを希望する小学生、※ 2：年中～小学校
2 年生、※ 3：キックボクシングエクササイズ＆ピラティス　

【中級の水泳教室】④中級夜2　対クロールで50㍍泳げる18歳以上　日
9/18㈯19:00から、全13回。⑤中級昼2　対クロールで25㍍以上泳げる小学
生　日10/2㈯17:00から、全10回。⑥中級昼2　対クロールで25㍍以上泳げ
る小学校3～6年生　日9/29㈬17:00から、全10回　
※詳しくは数字の各施設へ

ター、市役所市民ロビー、区役
所、同センターHPなどで。先着
20人
問電278-8032、フ278-8570

都市計画の案の縦覧

日8月16日㈪～30日㈪(平日の
み)

項目 縦覧場所
地区計画の決定(西風
新都大塚西三丁目11
番ほか地区)

都市計画課、
安佐南区建築
課

※市 HP でも縦覧できます
【意見書の提出】8月16日㈪～30日
㈪(必着)に、都市計画課(〒730-
8586 住所不要)へ
問電504-2268、フ504-2512

外国人留学生合同就職
面接会（オンライン）

対来年3月に大学などを卒業予
定か、卒業後おおむね3年以内の
外国人留学生
日8月27日㈮10:00～17:00
内動画アプリZ

ズ ー ム
oomを使って

県内企業と面接
申広島労働局HPで、8月26日㈭
17:00までに
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）

ひろしまオペラルネッサン
ス公演「ドン・ジョヴァンニ」

日8月21日㈯、22日㈰の14:00～
17:30（13:00開場）
場JMSアステールプラザ
内スペイン伝説上の人物「ドン・
ファン」を主人公にしたモー
ツァルトの傑作

【芸術監督・演出】岩
い わ た た つ じ

田達宗
【指揮】川瀬賢太郎
【演奏】広島交響楽団
￥SS席：8,000円、S席:6,500円、
A席：5,000円、B席：3,500円、学
生券（当日券のみ）：2,000円。チ
ケットは、同プラザなどで。全席
指定
問ひろしまオペラ・音楽推進委
員会（電244-8000、フ246-5808） 
休なし




