
4 ひろしま市民と市政　
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■区役所ファクス
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

■電話はできるだけ各課直通ダ
イヤルのご利用を。
市役所・各区役所の代表電話
T082-245-2111（共通）

市ホームページ／公式SNS  など

市は、これらを利用して、暮らしに
役立つ情報を発信しています

記号の説明
対対象者　日日時　場会場
内内容　￥参加費など　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、9月1日～30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、
広域は広域都市圏ポイント対象事業
です　※同時に受領不可

申し込みの際の必要事項

●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
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テレビ広報番組

中国放送
土曜日

21：54～21：58

広島テレビ
日曜日

21：54～21：58

元就二百万一心

カープ家のひろしま
生活+プラス

（放送日時は変更になる場合があります）

福祉・健康
視覚障害者向けICT講習会
対市内に在住の視覚障害者。
介助者の同伴は1人可
日9月26日㈰10：00～15：00
場市総合福祉センター
内 i

ア イ フ ォ ー ン

Phoneを簡単に操作する
方法　持 iPhone　※ない場
合は要相談
申電話かファクスで、9月22日
㈬12：00までに、市視覚障害者
情報センターへ。先着5人
問T240-1220、F258-4018

心身障害者福祉センターの
催し�
①緑の講座「秋のアレンジメ
ントをつくろう！」
対身体障害者手帳、療育手
帳、精神障害者保健福祉手帳
のいずれかを持つ人
日10月3日㈰10：00～12：00
￥2,300円
②囲碁大会
日10月10日㈰9：00～17：00
申①②所定の申込書に、63円
か返信用はがきを添えて直接
か、往復はがき（〒732-0052 
東区光町二丁目1-5）で、必要
事項（4㌻左）、ファクス番号、
障害のある人は障害の状況
と、①介助者の有無、②囲碁の
段・級を、9月16日㈭（必着）ま
でに。抽選①12人、②障害のあ
る人30人、ない人10人
問T261-2333、F261-7789
休㈬、9月21日、24日

サービス接遇検定試験対策
講座
対ひとり親家庭の親と子、寡
婦
日10月16日、23日、11月6日、
20日、27日の㈯、13：00～17：
00。全5回
場市総合福祉センター
内サービス接遇検定2級・準1
級試験対策講座
￥3,080円　※別途検定料要
申はがきで、必要事項（4㌻左）
を、9月15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
10人
問T261-2235、F261-2236

障害者フライングディスク
大会
対市内に在住か通学・通所
の、来年4月1日時点で13歳以
上の身体障害者手帳を持つ人
（内部障害者はぼうこう・直腸
機能障害のみ）、知的障害者、
精神障害者
日11月14日㈰9：00～13：00
場エディオンスタジアム
申所定の申込書を、9月30日
㈭（必着）までに、市障害者ス
ポーツ協会へ。申込書は、同
会、障害福祉課、区福祉課で
問TF263-3394
休㈬、9月21日、24日

服薬情報のお知らせ�
　複数の医療機関を受診して
いる場合、同じ成分の薬をも
らったり、薬同士の飲み合わ
せが悪い場合があります。市
内に在住の国民健康保険か後
期高齢者医療制度に加入して
いる65歳以上の人で、複数の
医療機関から6種類以上の薬
を処方されている人に対し
て、「服薬情報のお知らせ」を
発送します。届いた人は、かか
りつけ薬局（相談しやすい薬
局）へお持ちください。飲み合
わせなどに問題がないか、確
認をお手伝いします。
問保険年金課（国保T504-
2157、後期高齢者医療T504-

2158、F504-2135）

講座・講習会
シティカレッジ�
対高校生*以上
講座名（各全4回） 期間・時間
●①広島工業大学
建築基準法と建築
物の地震被害

9/30～10/21
の㈭、�
18：30～20：00

●②広島経済大学
「ウィズ・コロナ」
時代の社会-私た
ちの生き方を考え
る-

10/26～11/16
の㈫、�
18：00～19：30

場合人社ひと・まちプラザ
申来館か電話、ファクスで、必
要事項（4㌻左）を、文化財団ひ
と・まちネットワーク部管理
課へ。先着①②各30人
問T541-5335、F541-5611

E
エ ク セ ル

xcelマクロ（VBA）の基礎
講座
対Excelの簡単な関数や計算
式を使った表作成ができる人
日10月1日～11月12日の㈮、
19：00～21：00。全6回
場合人社ひと・まちプラザ
￥6,500円
申往復はがき（〒730-0036 中
区袋町6-36）かファクスで、必
要事項（4㌻左）を、9月20日㈷

（必着）までに。抽選20人
問T545-3911、F545-3838
休9月20日

「継ぐスタ」女性起業応援セ
ミナー
日9月24日㈮13：00～15：30
場①ゆいぽーと、②オンライ
ン（自宅など）
内創業について
申①電話かファクス、②ゆい
ぽーとHPで、①②9月17日㈮
までに。先着①5人、②30人
問T248-3320、F248-4476
休㈪、9月23日

市大英語eラーニング講座
対高校卒業程度の英語力が
あり、パソコン操作ができ、パ
ソコンのメールアドレスがあ
る人
日9月25日㈯～12月10日㈮
場市立大学サテライトキャ

ンパス、ゆいぽーと、自宅など
でのオンライン
申同大学HPで、9月13日㈪ま
でに。抽選80人程度
問同大学語学センター（T830-
1509、F830-1794）

電子メディア・インストラク
ター養成講座（オンライン）
対市内に在住か通勤・通学の人
日9月12日㈰10：00～16：30
場オンライン（自宅など）
内動画アプリZ

ズ ー ム

oomを使って、
青少年のインターネット利用
に関する現状と課題などの講
義、啓発活動の紹介（演習）など
申電話かファクス、市HPで、9
月7日㈫までに、教育委員会育
成課へ
問T242-2116、F242-2018

沼田高校公開講座 
対市内に在住の20歳以上
①書道講座「書を楽しもう」
日10月2日～11月20日の㈯、
14：00～17：00。全7回
②初歩から学ぶ油絵教室
日11月20日～12月18日の㈯、
9：00～13：00。全5回　場同校
�￥①6,000円、②7,000円
申はがき（〒731-3164 安佐南
区伴東六丁目1-1）で、必要事項
（4㌻左）、性別を、①9月15日㈬、
②10月28日㈭（いずれも必着）
までに。抽選①16人、②10人
問T848-4168、F848-3048

県大・市大公開講座「世界を
知る」（オンライン）
日10月1日～22日の㈮。全4回

テーマ
多国籍企業と組織文化 トヨタ自
動車と三星電子の事例を用いて
国際政治から見る「三国志演義」
世界を知る 異文化への入り方�
-喜び、美しさ、挑戦。
パレスチナの女性たち 仕事・文
化・アイデンティティ
申往復はがきかファクス、市
立大学HPで、必要事項（4㌻
左）を、9月14日㈫（必着）まで
に、同大学社会連携センター

（〒731-3194 安佐南区大塚東
三丁目4-1）へ。先着80人
問T830-1764、F830-1555

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。 は取得・卒業などの
見込み、 は期末手当あり、 は交通費別途支給あり 試験日 締切日 申込先

南区地域
支えあい課

家庭相談員
（会計年度任用）

次のいずれかに該当する人（10月末までの ）　●学校教育法に基
づく大学などで、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学、社会学
のいずれかを専修する学科かこれらに相当する課程を修めて卒業　
●医師の資格を持つ　●社会福祉士の資格を持つ　●社会福祉主
事の任用資格を取得後、2年以上児童福祉事業に従事／子どもの問題
で悩みを抱える人からの相談に対する助言指導な　

　ど／1日5時間45分勤
務で月額約16万9000円 ／若干名　※11月1日採用予定

9/24
㈮

9/17
㈮

（必着）

こども・家庭支援
課
T504-2161
F504-2727

広島市民病院、
安佐市民病院、
舟入市民病院、
リハビリテー
ション病院

言語聴覚士
作業療法士

（正規）

昭和37年4月2日以降に生まれ、該当職種の免許を持つ人（来年3月末
までの ）／診療補助業務／4年制大学新卒で月額約19万9000円（学
歴・経験年数により変動。別途諸手当あり） ／各若干名　※来年4
月1日採用予定 10/3

㈰
9/17
㈮

（必着）

市立病院機構経
営管理課
T569-7816
F569-7826保健師

（正規）

昭和37年4月2日以降に生まれ、保健師の資格を持ち、実務経験が通算
1年以上ある人／職員の精神面や身体面の健康管理業務／4年制大学
卒業後職歴5年で月額約23万6000円（学歴・経験年数により変動。別途
諸手当あり） ／若干名　※来年4月1日採用予定

広島市民病院 事務員
（臨時）

医療事務かメディカルクラークの資格を持つ人／外来受付、医師事
務作業補助、医療事務業務／1日5時間45分勤務で日額6,870円 ／
若干名

随時 随時
広島市民病院
総務課
T221-2291
F223-5514

安佐市民病院 医療クラーク
（臨時）

資格要件特になし／医師事務作業補助、診断書作成業務／1日5時間
45分勤務で、無資格者日額6,340（有資格者6,870）円 ／10人程度 随時 随時

安佐市民病院
総務課
T815-5211
F814-1791

本紙掲載の催しなどに関するお知らせ（8月23日㈪現在）
　本紙掲載の催しなどは、
開催時期の感染状況によっ
ては中止などとなる可能性
があります。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。

9月議会 会期9/14㈫～28㈫
10：00開会予定（㈯、㈰、㈷は除く）

　一般質問は9月17日㈮、21日㈫、22日㈬。常任委員会は9月
24日㈮、27日㈪。また閉会後、決算特別委員会を10月1日㈮
～20日㈬に開催。詳しくは市議会HPかお問い合わせを。
申傍聴は当日会場で。先着順
問議会事務局秘書広報室（☎504-2439、F504-2448）

▲臨時休館情報 ▲イベント中止情報


