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〒730-0011 中区基町21-1
観覧料 大人370円、高校生*・シニア180円
休なし

広島城天守閣 電221-7512
フ221-7519

花みどり公園 電837-1247
フ837-2938

〒731-3362 安佐北区安佐町久地2411-1
休㈫

●7月15日号のクイズの答えは「碑」、応募総数は191通でした

ひろしま市民と市政 くらしのガイド 令和３年（2021年）8月１５日

●うしずキャンプ
対小学校3～6年生
日9月11日㈯・12日㈰(1泊2日)
内野外炊飯、牛

うしずやま
頭山登山など

￥2,500円／人
申参加者全員の必要事項(6㌻
左)、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、8月24日㈫(必着)まで
に。抽選30人

●アトピー講座＆キャンプ
i
イン
n似島
対アレルギー性皮膚疾患のある
幼児～中学生と家族
日10月9日㈯・10日㈰(1泊2日)
内カヌー体験、海浜遊び、保護者
交流会、医師による講演など
￥大人3,500円、中学生以下2,500
円(別途フェリー代要)
申参加者全員の必要事項（6㌻
左）、性別を記入し、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、9月11日㈯
（必着）までに。抽選14家族

●ちびっこ教室
対幼児～小学生と保護者
工作名 日 時間

1 ちびっこオー
トバイ 8/22㈰ 11:00、13:00、

14:30 か
ら各 45分２オートバイプ

ラバンストラップ 8/29㈰
￥①各50円、②各70円
申当日各回30分前から会場で整
理券配布。先着各回12組（1組4人
まで）
●ビークルシアター「忍たま乱
太郎の宇宙大冒険w

ウ ィ ズ
i thコズ

ミックフロントN
ネクスト
EXT太陽系の

お友達の段」
対幼児～小学生向け
日9月4日㈯、5日㈰の10:30、11:30、
13:30、14:30から各25分
申当日同館で。先着各回12組（1
組4人まで）

●防災の日イベント「避難体験
VR『土砂災害編』で学ぼう！」
対どなたでも。VRゴーグルの使
用は8歳以上（13歳未満は保護
者同伴）　日9月4日㈯、5日㈰の
9:00～12:00、13:00～17:00のう
ちの30分ごと　内映像を見なが
ら土砂災害発生時の行動を学ぶ
申8月16日㈪から、同館HPで。先
着各回2組（1組5人まで）
●気象館歴史講座「明治元年5月
15日の上野戦争と気象学
的考察」
日9月18日㈯13:30～15:30
申往復はがきか同館HPで、必要
事項（6㌻左）を記入し、9月3日㈮
(必着)までに。抽選50人

●企画展「江戸の旅と愉
たの
しみ」

日9月11日㈯～11月7日㈰
内名所図会や日記などを通して
江戸時代の旅の様子を紹介

●森林公園の催し「ペットボト
ルロケットを打ち上げよう」
対幼児～小学生と保護者
日9月12日㈰10:00～12:00、
13:00～15:00 ￥各500円／組
申当日会場で。受け付けは、9:30
から。先着各30組
●こんちゅう館の催し

催し名 日時
1 虫さがし「草
原の虫」

9/5㈰、19㈰
10:30～11:30

2 秋の企画展
「秋の鳴く虫」 9/11㈯～26㈰

申①同館HPで、各開催日の10日
前までに。抽選①各日25人

対①②幼児～小学生と保護者
①広島ドラゴンフライズの選手
と絵本を楽しもう！
日8月29日㈰14:30～15:00
場青少年センター
内柳
やながわともや
川幹也選手による絵本の読

み聞かせ、クイズなど
②韓国のことばとあそびにふれ
よう
日9月4日㈯14:00～15:00
場青少年センター
内韓国語と日本語での絵本の読
み聞かせ、韓国の遊びの紹介など
【講師】韓国語通訳・金

キムシンジョ
信助氏

申①②8月15日㈰9:00から、直接
か電話、ファクス、市立図書館
HPで。先着①②各30人

①園芸教室みどりづくり
講座「秋の庭木管理」
日9月5日㈰13:00～15:00
内秋季の庭木の剪

せんてい
定や病害虫防

除などについての講習
②園芸教室はなづくり
講座「秋のガーデニング」
日9月26日㈰13:00～15:00

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。

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・休日、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

〒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㈪､8/31､9/1､2

ヌマジ交通ミュージアム 電878-6211
フ878-3128

〒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㈪、8/31

江波山気象館 電231-0177
フ234-1013

〒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

〒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㈮

植物公園 電922-3600
フ923-6100

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㈪(9/6､13は開所)

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㈪（8/23は開所）

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㈪､9/7～12

カキ専門業者が製造。ぜいたくにカキ
を丸ごと1粒乗せ焼き上げました。生地
には安芸津町の特産の「まるあかじゃ
がいも」を使用しています。商品の問
い合わせは、同社(電0846-45-0059、フ
0846-45-4511)へ。

申はがきに、住所、氏名、年齢、電話番号、性別、応募の号、答え
（4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、8月31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12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
(9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

牡蠣まるごとせんべい1箱／㈲マルイチ商店

Q 白いジャックボールを的にし、赤か青の
持ち球をどちらが的に近づけることがで

　　きるかを競う競技は？
○○○○

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、区役所、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
試験
日

締切
日 申込先

区地域支え
あい課（東区
か安佐北区）

保健師
(会計年度
任用)

保健師免許を持つ人／妊産婦、乳幼児などに対する保健
指導(訪問指導な　

　ど)／週5日、1日5時間45分勤務で、月額約
18万円期 交／若干名　※11月1日採用予定

9/22
㈬

9/15
㈬
(必着)

こども・家庭支援課
電504-2623
フ504-2727

工業技術セ
ンター
（中区）

事務補助
員（臨時）

資格要件特になし／窓口での受け付け・案内、電話応対、収
納事務やパソコン操作などの事務補助／1日7時間45分勤
務で日額7,300円交／若干名　※10月1日採用予定

随時 随時
工業技術センター
電242-4170
フ245-7199

世界の新聞、雑誌のバック
ナンバー無料配布

日8月21日㈯～9月5日㈰の9:00
～19:00(なくなり次第終了)
場国際会議場国際交流ラウンジ
内令和元年11月～2年4月発行の
新聞と雑誌を、1人新聞10部、雑
誌5冊まで。先着順
問電247-9715、フ242-7452
休なし

湯来交流体験センター
の催し

対①中学生以上
催し名 日時 定員
1マンス
リー登山

8/28㈯、9/25㈯の
9:00～16:00

人
各
20

２江戸の
湯来を歩く

8/28㈯、9/25㈯の
10:30～16:00

各
15

３特製ベー
コン作り 9/4㈯9:30～15:00 10
４マンガイ
ラスト教室 9/20㈷13:00～15:00 10

※温泉入浴券、①②弁当付き
場同センター
￥①各6,000円、②各3,500円、③
3,000円、④1,500円
申電話かファクスで、開催日の
①5日前、②3日前、③8月25日㈬、
④9月19日㈰までに。いずれも先
着順
問電0829-40-6016、フ0829-85-
0205 休㈪

対②年中・年長の幼児と保護者、
幼稚園などの先生
講座・催し名 開催日

1 夜間開園
8/21～9/18の㈯、
9/19㈰21:00まで
(入園は20:30まで)

2 森の幼稚園 10/3㈰10:00～11:30、13:30～15:00

内①夜に咲くオオオニバスの花
などのライトアップ、②どんぐ
り拾いなど
￥②各100円／人
申②往復はがきに、参加者全員の
必要事項（6㌻左）を記入し、9月13
日㈪（必着）までに。抽選各5組
●ガーデニングコンテストの事
前申し込みを受け付けます
　コンテナガーデン（花の寄せ
植え）とハンギングバスケット
を募集し、優秀作品を表彰。初心
者部門と経験者部門がありま
す。詳しくはお問い合わせを。
申往復はがきに、必要事項（6㌻
左）、部門、作品数（1人2点まで）
を記入し、9月1日㈬～10月7日㈭
（必着）に

施設名 期間 問い合わせ
西区スポーツ
センター 9/2㈭、

3㈮

電272-8211
フ272-8242

安芸区スポー
ツセンター

電893-1998
フ893-1857

※プール清掃などのため、プ
ールのみ休場

臨時休館

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8月16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①②㈰、③㈬
施設 講座名 曜日 期間(回数) 時間 参加費 定員

１
救急法講習会 木 9/30(1) 13:30～15:00 円

-
人
10

資産運用講座 水 10/6～27(4) 18:45～20:45 10

２
秋の和菓子教室 土 10/2(1) 10:00～13:00 600 9
プレゼンテーション講座 木 10/7、14(2) 19:00～20:30

-

6

3

はじめて講座ピラティス
＆ウェーブストレッチ 金 9/10(1) 19:30～21:00 各

10100年人生のマネープラ
ン講座 火 9/28～10/19(4) 19:00～21:00

【その他の講座】①週末デイキャンプ(10/3㈰、昼1回)、②お魚クッキン
グ(9/21㈫から、夜2回)、③心地よい生活のための片づけ術（9/27㈪か
ら、夜4回）、珈琲のおいしい入れ方（10/1㈮、夜1回）、英語で広島ガイ
ド（10/15㈮から、夜8回）
※詳しくは各数字の問へ

ユーストピア（勤労青少年ホーム）の講座

パパとママの育休カフェ

対未就学児のパパとママ、これ
からなる人
日9月5日㈰10:00～12:00
場①ゆいぽーと、②自宅など（オ
ンライン）
内保育園事情、育休明け復帰の
アドバイスなど　【講師】くすの
木保育園大

おお
園長・堀

ほりえむねお
江宗巨氏

申①電話かファクスで、②同施
設HPで、8月29日㈰までに。先着
①2人（託児（6カ月～未就学児）
あり）、②15人
問電248-3320、フ248-4476 休㈪

おいしいじゃがいも
の食農体験

対市内に在住か通勤の18歳以上
(高校生は除く)
日9月9日㈭、11月25日㈭の10:00
～14:00。全2回
場農業振興センター
内じゃがいもの畑作りから料理し
て食べるまでの体験
￥1,600円
申往復はがき(1枚に3人まで)に、
参加者全員の必要事項（6㌻左）
を記入し、9月1日㈬（消印有効）
までに、農林水産振興センター
農林振興課（〒739-1751 安佐北
区深川八丁目30-12）へ。抽選12人
問電845-4347、フ845-4350

内秋に向けて楽しめる寄せ植え
作り実技講習
￥1,500円
申①②往復はがきに、必要事項
(6㌻左)を記入し、①8月25日㈬、
②9月8日㈬(いずれも必着)まで
に。抽選①②各15人




