
6 ひろしま市民と市政　

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ザ・広島ブランド

Present!

広島産 大羽いりこだし4個入り詰合せ
／味日本㈱
広島産の大ぶりで新鮮な「大羽いりこ」
を贅沢に使用した和風だしパック。えぐ
味・苦味がなく、うま味やコクが強く、上
品な香りが特徴です。商品の問い合わせ
は、同社（T252-5416、F250-8676）へ。

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

広報ひろしま市民と市政の今号は通
巻何号？ 通巻○○○○号

申はがきか、ファクス（504-2067）、市HPで、住所、氏名、年齢、電話番号、
性別（任意）、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、9月14日㈫（必着）までに、広報課

（〒730-8586 住所不要）へ。抽選5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（10月中旬発送
予定）。個人情報は商品発送と読者層調査に利用します

Q

市有地を販売します
入札日：9月14日㈫、15日㈬
内市が保有する土地8物件。詳
しくは区役所・出張所などで配
布の募集案内か市HPで
問管財課（T504-2080、F504-
2081）

お仕事ガイダンス-トラック
乗務員編-
日9月7日㈫13：30～15：30
場ハローワーク広島東（東区
光が丘13-7）
内トラック業界の現状、求人
の見方・免許・資格の説明、ひろ
しま人材確保支援コーナーの
案内
申電話で。先着12人
問T262-8300、F567-9680

下水道排水設備工事責任技
術者試験
日11月28日㈰12：45～15：00
内排水設備工事の設計・施工
などを行う技術者の資格試
験。詳しくは、受験案内で
申所定の申込書を、9月10日㈮
～10月1日㈮に、下水道局管理
課へ。受験案内・申込書は、同
課で
問T241-8257、F248-8273

選挙人名簿抄本と在外選挙
人名簿抄本の閲覧
　記載内容に漏れや誤りがあ
る場合は、お知らせください。

選挙人名簿（9月1日に登録
される人）
対平成15年9月2日以前に生ま
れた日本国民で、9月1日現在、
市内に住所があり、引き続き
3カ月以上住んでいる（6月1日
までに住民基本台帳に記録さ
れた）人。ただし、生年月日が
平成15年6月2日以前で、住民
基本台帳への記録が、3月1日
以前の人は、選挙人名簿に既
に登録されているため除く
在外選挙人名簿（6月2日～9

月1日に登録される人）
対満18歳以上の日本国民で、市
内各区の選挙人名簿に登録さ
れており、国外への転出予定日
までに最終住所地の各区選挙
管理委員会で申請した人か、引
き続き3カ月以上その人の住所
を管轄する領事官の管轄区域
内に住所があり、在外公館の領

事窓口で申請した人で、期間内
に登録要件を満たす人
日9月2日㈭～6日㈪の8：30～17：
15（4日㈯、5日㈰は17：00まで）
場区選挙管理委員会（区役所内）
問Fは4㌻左
区 電話 区 電話
中 504-2544 安佐南 831-4927
東 568-7703 安佐北 819-3959
南 250-8934 安芸 821-4903
西 532-0925 佐伯 943-9753

催しもの
温暖化ストップ！フェア 広域

日9月22日㈬まで
内ウェブサイト上での温暖
化対策イベント。太陽光の熱
を使った実験やエコ工作の動
画、抽選で景品が当たるクイ
ズなど。詳しくは同フェアHP
で
問市地球温暖化対策地域協議会
事務局（温暖化対策課内 T504-
2185、F504-2229）

アストラムライン×モブ子
の恋　モデルの地めぐり　
スタンプラリー
日11月30日㈫まで
内所定の台紙にスタンプを押
すと、キャラクターとせりふ
が浮かび上がる。スタンプ台
設置場所、記念品など詳しく
は広島高速交通HPで
問T830-3145、F830-3114

高齢者作品展「達人たちの夢」
日9月13日㈪～18日㈯の10：
00～17：00
場合人社ひと・まちプラザ
内絵画・書・写真・工芸・手芸の
応募作品約200点の展示
問文化財団ひと・まちネット
ワーク部管理課（T541-5335、
F541-5611）

リレー・フォー・ライフ・
ジャパン
対がん患者、家族、友人、支援
者
日9月19日㈰13：00～20日㈷
12：00
場①広島大学病院広

こ う じ ん

仁会館
（南区霞一丁目2-3）、②オンラ
イン
内がん患者支援のチャリティ
イベント。講演、がん患者の体

験発表なども。賛同費など詳し
くは同HPで
申ファクスか同HPで、必要事
項（4㌻左）、メールアドレス、参
加希望日を、同実行委員会へ。
①先着200人
問T0848-24-2413、F0848-
24-2423
休㈯の13：00以降、㈰

湯来交流体験センターの 
催し(温泉入浴券付き)

催し名 日時
●①ゆみこさんの
楽しいヨガ

9/2㈭、16㈭
10：00～11：00

●②タイ古式ヨガ
教室

9/10㈮、24㈮
10：30～12：00

●③そば打ち教室 9/25㈯
10：30～13：30

場同センター
内③湯来産そば粉使用。体験
は1組2人、試食は1組5人まで
￥①②各回1,500円、③4,500
円／組（別途試食用そばつゆ
代200円／人）
申電話かファクスで、各開催
日の①前日、②③3日前まで
に。先着①②各回10人、③4組
問T0829-40-6016、F0829-
85-0205
休㈪（9月20日は除く）、9月21日

オペラ「ヘンゼルとグレー
テル」
日9月25日㈯14：00～15：30、
19：00～20：30（開場は各30分
前）
場JMSアステールプラザ
￥一般2,000円、子ども500円。
チケットは、同プラザなどで。
全席自由
問ひろしまオペラ・音楽推進
委員会（T244-8000、F246-
5808）　休なし

音楽の花束-広響名曲コン
サート-〈秋〉への無料招待
対ひとり親家庭の子ども（小
学生～高校生*）と保護者
日11月21日㈰15：00～17：00
場国際会議場
申市HPか往復はがきで、必要
事項（4㌻左）を、10月4日㈪（必
着）までに、文化振興課（〒730-
0812 中区加古町4-17）へ。先
着100人
問T504-2851、F504-2066

ひろしま神楽の日
日9月25日㈯、26日㈰の10：00
から（オープニングセレモ
ニー）、10：20～11：50（第1部）、
14：00～15：30（第2部）
場広島駅南口地下広場（南区
松原町9-1）
内広島市、三原市、三次市、廿
日市市、安芸高田市、安芸太田
町、北広島町から神楽団体が
集まり、各地域に伝わる神楽
を披露
申安芸高田市HPか“神楽”ま
ち起こし協議会HPで、9月10
日㈮までに
問T0826-42-5612、F0826-
42-4376

〒731-3355 安佐北区安佐町動物園
入園料 大人510円、高校生*･シニア170円
休㈭

安佐動物公園 T838-1111
フ838-1711

催し名 日時
●①どうぶつウンチ研
究室

9/12㈰
10：00～15：00

●②国際レッサーパン
ダデー 9/18㈯

●③「世界サイの日」ク
ロサイのことを知ろう 9/22㈬

内①どうぶつのふんと解説パ
ネルの展示、②③オリジナル
缶バッジを先着100人に配布

〒730-0011 中区基町3-1
休㈪（9/20は除く）、9/21、24、30

中央図書館 T222-5542
フ222-5545

認知症にやさしい図書館
「小説でふれる内面世界」
日9月18日㈯～11月28日㈰
内認知症者・介護者の心理へ
の理解を深める図書の展示

〒734-0015 南区宇品御幸二丁目6-20
入館料 大人100円、高校生*・シニア50円
休㈪（9/20は除く）、9/21

郷土資料館 T253-6771
フ253-6772

対②小学生以上（低学年は保
護者1人同伴）、③18歳以上

催し名 日時
●①企画展「ごんぎつ
ね」が語る昔のくらし

9/14㈫～
11/23㈷

●②「ごんぎつね」おは
なし会と工作「きつね
のマジックカード」

9/18㈯
13：00～15：00

●③大人の藍染めT
シャツ作り

9/26㈰
13：00～15：00

内①期間中の㈰14：00から展示
ガイドあり（9月5日、12日は除
く）、②新

に い み

美南
なんきち

吉の童話の読み
聞かせと色が変わる不思議な
カード作り
￥②100円、③400円
申②③電話かファクスで、9月
4日㈯までに。抽選各20人

〒730-0011 中区基町5-83
プラネタリウム ￥大人510円、高校生*・シニア250円
休㈪（9/20は除く）、9/7～10、21

5-Daysこども文化科学館 T222-5346
フ502-2118

対①中学生以下は保護者同伴
催し名 日時

●①天体観望会「夏
の星空と月・惑星
を見よう」

9/18㈯
18：30～20：30

●②こども音楽会
「虹色音楽会」

10/10㈰
12：00、14：30
から各30分

内①天候不良の場合はプラネ
タリウムでの星空解説のみ、
②出演：クオレサクソフォン
カルテット
申往復はがきに、参加者全員（5
人まで）の必要事項（4㌻左）、②
希望の時間と、あれば座席の希
望を、9月①4日㈯、②26日㈰（い

ずれも消印有効）までに。抽選
①60人、②各80人

〒733-0802 西区三滝本町一丁目73-20
休㈪（9/20は除く）、9/21、24

三滝少年自然の家 T238-6301
フ238-6302

古代キャンプin三滝
対小学校4～6年生
日10月9日㈯・10日㈰（1泊2日）
内オリエンテーリング、古代
ミニフィギュア作りなど
￥3,000円
申郵送で、必要事項（4㌻左）、
性別、保護者名と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15
日㈬（必着）までに。抽選36人

〒730-0052 中区千田町三丁目8-6
観覧料 大人370円、高校生*・シニア180円
休㈪（9/20は除く）、9/21、22、24

健康科学館 T246-9100
フ246-9109

不思議な錯視立体（なん
でも吸引四方向すべり台）
を作ろう！
対小学生と保護者
日9月19日㈰、20日㈷の10：30
～12：00
￥330円／品　持筆記用具
申9月1日㈬9：00から電話で。
先着各5組程度

〒730-0011 中区基町3-1
休㈪（9/20は除く）、9/21、24

映像文化ライブラリー T223-3525
フ228-0312

映画作家 大林宣彦
上映日 作品 開始時刻
9/15㈬ 姉妹坂 各日

10：30
14：00

各日
18：0016㈭ 彼のオートバイ、

彼女の島
￥大人510円、高校生*・シニア
250円。

イタリア映画特集
上映日 作品 開始時刻
9/17㈮ 夏の嵐 14：00 18：00

18㈯ 木靴の樹 10：30 15：00
22㈬ ナポリの隣人 14：00 18：00

23㈷
家族の肖像　デ
ジタル完全修復
版 各日

10：30

14：00

25㈯ ルートヴィヒ　
完全復元版 15：30

26㈰ Viva！ 公務員 14：00
29㈬ ニーナ　ローマ

の夏休み 各日
14：00

各日
18：0030㈭ ただひとりの父

親
￥大人380円、高校生*・シニア
180円

臨時休館
施設名 期間

5-Daysこども 
図書館 9/7㈫～12㈰

※特別整理期間のため
問T221-6755、F222-7020

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）

●四季号夏のクイズの答えは「ニャ」、応募総数は217通でした
●8月1日号のクイズの答えは「とうろう」、応募総数は170通でした

「ただひとりの父親」

　各施設の休は通常の休館日
です。臨時休館などについては
市HP（4㌻左上二次元コード）
か各施設にお問い合わせを。

申し訳ありません。
中止になりました。


