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ヒロシマ・ピースフォーラム�
対市内に在住か通勤・通学の
18歳以上
日10月16日、23日、11月13日、27
日、12月4日、18日の㈯、13：30～
16：30。全6回
場平和記念資料館など
内原爆や平和について学び、
平和のためにどのように行動
すべきかを考える
申所定の申込書を、9月21日㈫

（必着）までに、平和文化セン
ター平和市民連帯課へ。申込書
は、同課、区役所、公民館、市HP
などで。抽選30人
問T242-8872、F242-7452

手話入門講座�
対市内に在住の人
日9月15日～12月8日の㈬、19：00
～20：45。全12回
場中区地域福祉センター
講師手話サークルあすなろ
￥2,000円
申電話か往復はがきで、必要
事項（4㌻左）、職業を、9月10日
㈮（必着）までに、中区社会福
祉協議会（〒730-0051 中区大
手町四丁目1-1）へ。抽選25人
問T249-3114、F242-1956

日本語ボランティア養成講座
対市内に在住か通勤・通学
の18歳以上で、日本語ボラン
ティアの経験がおおむね3年
以上の人か、同講座①、②受講
済みの人
日10月19日～12月7日の㈫、
10：00～11：30。全7回
場国際会議場　講師YMCA
専門学校講師
申所定の申込書か同課HPで、
9月30日㈭（必着）までに、平和
文化センター国際交流・協力
課へ。申込書は、公民館、同課

HPで。選考20人。
問T242-8879、F242-7452

野良猫問題を地域で解決
地域猫活動セミナー
日9月8日㈬13：30～15：00
場東区民文化センター
�内野良猫を地域で管理し、増
やさないようにする地域猫活
動の仕組みなどの紹介
申電話かファクスで。先着40人
問動物管理センター（T243-
6058、F243-6276）

ご利用を
建築物の防災相談のご利用
と建築物の調査にご協力を
建築物の防災相談

日9月3日㈮まで
場建築指導課、区建築課
内木造住宅の簡易耐震診断や
建築物の防災対策などの相談
建築物の立ち入り調査

内病院や診療所、学校などへ
の立ち入り調査や通学路など
のコンクリートブロック塀の
安全点検
問建築指導課（T504-2288、
F504-2529）、区建築課（Fは4
㌻左）
区 電話番号 区 電話番号
中 504-2579 安佐南 831-4952
東 568-7745 安佐北 819-3938
南 250-8960 安芸 821-4929
西 532-0950 佐伯 943-9745

地域が設置する防犯カメラ
の費用の一部を補助します
対防犯活動を行っている町内
会・自治会、防犯組合など
対象経費：防犯カメラの購入と
設置工事、設置を示す看板の設
置費用
補助額：対象経費の4分の3以内

（1台につき上限30万円）
申所定の事前協議書と必要書
類を、10月15日㈮（必着）まで
に、区地域起こし推進課へ。事
前協議書などは同課、市HPで。
選考16台程度
問市民安全推進課（Ｔ504-
2714、Ｆ504-2712）、区地域起こ
し推進課（Ｆは4㌻左）
区 電話 区 電話
中 504-2820 安佐南 831-4926
東 568-7705 安佐北 819-3905
南 250-8935 安芸 821-4905
西 532-1023 佐伯 943-9705

司法書士による「相続・遺言
に関する相談会」
日9月12日、10月17日、11月21
日、12月19日、来年1月16日、2
月20日、3月13日の㈰、10：00～
16：00
電話相談

相談専用電話：T511-7196
面談相談
場広島司法書士会総合相談
センター（中区上八丁堀6-69）
申電話で。先着順
問T221-5345、F223-4382

魅せる花づくり補助制度
対市内の家庭か事業所内（民
有地内）で、多くの人が見るこ
とのできる道路に面した場所
に花壇などを設置する個人や
事業所 ※今年度、花づくりで
他の公的補助利用者は除く
補助対象：プランター、鉢、種、
苗、球根、土、土壌改良剤、肥料
など
￥1万円を上限として、購入
費用の2分の1相当額（100円未
満切り捨て）。1世帯・1事業所
につき3年間に1回を限度
申所定の申込用紙を、10月22
日㈮（必着）までに、みどり生
きもの協会経営企画課へ。応
募用紙は同課、区地域起こし

推進課、公民館、同協会HPな
どで
問T228-0815、F228-1891

男女共同参画について専門
の講師を派遣します
対市内の事業所が実施する従
業員向けの研修、学生グループ
の学習会など
内希望のテーマ（女性の能力
発揮や職域拡大、セクハラ・パ
ワハラの防止など）に合った、
専門の講師を派遣
￥資料代、会場借上料など

（講師謝礼金は除く）
申所定の申込書を、開催希望
日の1カ月前までに、男女共同
参画課へ。申込書は、同課、市
HPで
問T504-2108、F504-2609

募集します
「市民くらしのガイド」への
広告掲載
内市の行政情報や地域情報な
どを掲載した冊子「市民くらし
のガイド」への広告。来年3月か
ら転入者や希望者に配布予定
発行部数：約10万5000部
申広告枠、申込方法など詳し
くはサイネックスへ
問T500-9547、F500-9258

「いきいき体験オープンス
クール」入学生
対市内に在住の小学校6年生
で、1年間以上の通年通学（片道
1時間程度）ができる人
学校名 募集学年 見学 説明会

似島
中学校

1年生
25人

9/15㈬
～24㈮

9/24㈮
15：00～
17：00

※入学希望者の保護者は説明
会に要参加
申電話で、見学は希望日の
前々日、説明会は9月17日㈮ま

でに、教育委員会指導第二課へ
問T504-2487、F504-2142

トップスポーツ観戦ラリー
　トップス広島加盟チーム

（カープ、サンフレッチェ広島
など10チーム）の試合を3チー
ム観戦でチーム関連賞品、4
チーム観戦で直筆サイン入り
レプリカユニフォームなどが
抽選で当たります。
申スマートフォンで参加登
録。チームのスタンプを集め、
所定の応募フォームで、来年3
月14日㈪（必着）までに。詳しく
は市スポーツ協会HPで
問T243-0579、F249-3641

事業者の皆さんへ
市立保育園の小規模修繕
参加資格登録申請
対市立保育園の100万円未満の
修繕（建築、設備関係）
申所定の申込書を、9月16日㈭
までに、都市整備公社住宅管
理部へ。申込書は、同部、同公社
HPで
問T245-4900、F242-1324

介護保険の介護サービス設
置運営事業者の募集
対次のいずれかの事業者　①
小規模多機能型居宅介護、看護
小規模多機能型居宅介護、認知
症対応型通所介護、②定期巡
回・随時対応型訪問介護看護、
夜間対応型訪問介護、③認知症
対応型共同生活介護、④特定施
設入居者生活介護
申所定の事業計画書を、①②
11月8日㈪～12日㈮、③④11月
15日㈪～19日㈮に、介護保険課
へ。事業計画書・募集要領は、同
課、市HPで
問T504-2721、F504-2136

お知らせ
来年度の原爆死没者慰霊等
事業に補助します
対来年度に原爆死没者の慰霊
を目的とした式典、出版物刊行
などの事業を実施する市内の
事業者、町内会、学校などの団
体　※政治・宗教活動、営利を
目的とする場合などは除く
申所定の申込書を、9月30日㈭

（必着）までに、原爆被害対策部
調査課へ。申込書は、同課で。選
考あり
問T504-2191、F504-2257

不動産を公売します
日10月7日㈭10：00～14日㈭
16：30
内市税などの滞納処分で差し
押さえた不動産の公売
申所定の入札書を、特別滞納
整理課へ。入札書・提出方法は
市HPで。詳しくは同課、市HP、
チラシで。チラシは、同課、収納
対策部、市税事務所、税務室（区
役所内）で
問T504-2128、F249-3901

農地利用最適化推進委員の欠員募集
職務内容／報酬 募集地区 任期

農地の利用状況調査、農地の集積・
集約化、耕作放棄地の発生防止・解
消など／月額4万5000円

安佐北区白木地区（第4地
区）。このうち担当区域は
白木町中三田・下三田

10月上旬（予定）か
ら来年6月16日㈭
まで

申所定の申込書を、9月14日㈫（必着）までに、農業委員会へ。詳しくは募集
案内で。申込書、募集案内は、同会、市HP、安佐北区役所などで。選考1人。
問T568-7755、F262-6986

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）で、必要事項（4㌻左）、教室名、コース、対
象、性別、小学生は学校名を、9月13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吉島屋内プール　　    （〒730-0825 中区光南五丁目1-53 � T249-8591）
②広島翔洋テニスコート  （〒730-0011 中区基町2-18 � T224-2191）
③西区スポーツセンター  （〒733-0823 西区庚午南二丁目41-1 �T272-8211）
④安芸区スポーツセンター（〒739-0323 安芸区中野東二丁目3-1 �T893-1998）
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4
けのびが
できる小
学生

土 10/9～12/11

各
10

11：00～12：30
人

各
12

円

各
6,600

朝5 日 10/10～12/12
昼5 木 10/14～12/16 17：00～18：30 各

24昼6 土 10/9～12/11
朝2 18歳

以上
火 10/12～12/21 10：30～12：00

各
12

昼2 日 10/17～12/19 17：00～18：30
中級
朝2 ※1 木 10/14～12/16 10：30～12：00
中級
昼2 ※2 金 10/15～12/17 17：00～18：30
中級
夜2 ※3 土 10/23～3/12 20 19：00～20：30 12,600

●② テニス
朝2

18歳以上 火
金 10/5～11/5

各
10

10：00～12：00 8,100

●③ 運動不足
解消教室

おおむね
50歳以上 木 10/7～12/9

11：00～12：00 5,500

●④ 水泳

18歳以上 11：00～12：30
各

6,600
昼5 小学生

17：00～18：30
各
24昼6 金 10/8～12/10

中級
昼2 ※4 火 10/5～12/14 12

※1：クロールが25㍍泳げる背泳ぎを習いたい18歳以上、※2：2泳法で各
25㍍以上泳げる小学生、※3：2泳法で各25㍍以上泳げる18歳以上、※4：ク
ロールで25㍍以上泳げる小学校3～6年生

サンプラザ・カルチャークラブ受講生第3期生（10～12月）
区分 教室名

●①週1回

ベリーダンス（新規）、太極拳、リフレッシュヨガ、ウオーキングエクササ
イズ、バランスヨガ、姿勢美人ピラティス、骨盤ストレッチ、美しくなる体
づくりの90分、ダンス＆ヨガ、セミホットヨガ、マットピラティス、子ども
クラシックバレエ（3歳から可）、日本舞踊（花柳流）、茶道（上田宗箇流）、
茶道（裏千家）、茶道（表千家）、日本画、ペン習字、書道（かな）、韓国語、中国
語、英会話、フランス語、カラオケ歌謡ポップス

●②月2回

新日本舞踊（若松流）、茶道（いすで茶の湯裏千家）、華道（池坊）、書道（漢
字）、朗読教室、フラダンス、絵手紙、フラワーデザイン、着物リメイク＊、
ハンドメイド、木版画、漆芸、水彩画、絵画教室、水墨画、陶芸、純銀粘土ア
クセサリー、ステキな笑顔レッスン、クラリネット、フルート、ウクレレ、
カホン（ペルーの打楽器）、ハーモニカ、ピアノ教室＊、三味線＊、大正琴、ボ
イストレーニング、からだを使って歌おう＊、発声の基礎＊、歌ってハーモ
ニー、英会話（こんな時どうする）、ゼロから学ぶ韓国語

●③月1回 棚守房顕考、茶道（表千家）、俳画

￥会員登録手数料2,200円（2年間有効）、受講料（3カ月分）①1万8150円、
②9,900円、③4,950円　＊は1万3200円
申会員登録手数料と受講料を持って、サンプラザへ。先着順。詳しくはお
問い合わせを
問T278-5032、F278-1704　休㈰、㈷

申し訳ありません。
延期します。


