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スポーツ施設のスポーツスクール
対市内に在住か通勤・通学の初級者
申往復はがき（1組各コース1枚）で、必要事項（6㌻左）とコース、対象、性
別、小学生は学校名を、5月27日㈮（必着）までに、各施設へ。抽選。定員未満
は中止の場合あり　休㈫
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）
施設 講座名 コース 対象 曜日 期間 回数 時間 定員 参加費

１ かけっこ 朝1
小学校
1～3年
生

月水
木金 7/27～8/4 5 9:00～10:30 24 3,200

2

エアロビ
クス

朝2 18歳以上 月 7/4～9/26 各
10
10:00～11:30 各

30
各
4,100夜2 中学生以上 土 7/9～9/24 19:00～20:30

体操 昼2
小学校
1～3年
生 水木

金土

7/27～
7/30 各

4 13:30～15:00
24 2,700

ダンス 昼1 小学生 8/3～8/6 12 2,800

柔道
夜2 小学生以上

月木 7/4～9/22 20

18:00～19:30

各
14
10,600

剣道 水 7/6～9/14
各
10

5,600

3 水泳 夜2 中学生以上 日 7/24～
9/25

各
12

6,600

4 体操
朝1 年中・年

長
水木
金土
日

7/27～
7/31 各

5 9:30～10:30 各
2,500

朝2 8/17～
8/21

土砂災害特別警戒区域内の
建物の外壁補強や区域外へ
の移転などの一部補助
①住宅などの外壁補強などへ
の補助
対次の全てに該当するもの　
●土砂災害特別警戒区域にあ
る居室のある建物　●土砂災
害に対して安全な構造となる
改修や塀の設置
補助額改修工事費の23％以内
で、上限77万2000円
②区域外への移転の補助
対次の全てに該当するもの
●土砂災害特別警戒区域、災
害危険区域、がけ認定適用区
域のいずれかの区域にあるこ
と　●区域に指定される前か
ら建てられている住宅　●土
砂災害に対して安全性のない既
存住宅で除却を行うもの
補助額除却費97万500 0円ま
で。移転先住宅の建設、購入費
や改修費(借入金利子相当額
のみ)上限731万8000円
申①②建築指導課へ事前協議
の上、所定の申込書で、5月16
日㈪～31日㈫に。申込書、募集
案内は、同課、区建築課、市HP
などで。抽選①②各1件程度。
申込期間で予算枠に達しない
場合は6月1日㈬以降、先着順。
詳しくはお問い合わせを
問電504-2288、フ504-2529

住まいのアドバイザー派遣
対住宅のリフォームについて専
門家の助言を希望する人
内専門家が自宅訪問し、相談に
応じて助言
申所定の申込書で、来年2月28
日㈫までに、住宅政策課へ。申
込書、募集案内は、同課、区役
所、出張所、市HPなどで
問電504-2292、フ504-2308

催しもの

湯来交流体験センターの催
し(温泉入浴券付き)

対②10歳以上
催し名 日時

1 こんにゃく芋
植付体験

5/22㈰
10:30～12:00

2 新緑のトンネ
ル「東山渓谷」を
歩く（昼食付き）

5/31㈫、6/11㈯
9:30～16:00

場同センター
内②湯来町上多田～もみの木
森林公園の約8㌔を歩く
¥①1,000円、②各5,000円
申電話かファクスで、①5月19
日㈭、②各開催日の5日前まで
に。先着①10人、②各回20人
問電0829-40-6016、フ0829-
85-0205 休㈪

親子で元気じゃけんツアー
「コイプレこけ田んぼプロ
ジェクト」

対市内に在住か通学の小学生
と家族
日6～11月の間で全6回。初回は
6月4日㈯10:00、13:00から
場コイプレ（西区己斐本町一丁
目18-3）
内こけ玉と稲が一緒になった
「こけ田んぼ」を作り育てる。
田植えから収穫後のワーク
ショップまで
¥ 1,500円（1家族1こけ田んぼ）
申コイプレHPで、6月4日㈯ま
でに。先着各30組
問西区地域起こし推進課（電
532-0927、フ232-9783）

親子自然観察会「モリアオガ
エルと初夏の昆虫観察会」
対市内に在住の小学生を含む
家族
日6月5日㈰10:00～12:00
場ひろしま市民の里＠安佐
申農林水産振興センターHPか
往復はがきで、参加者全員の必
要事項（6㌻左）を、5月25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30人
問電845-4347、フ845-4350

人 円

お知らせ
国民生活基礎調査
　保健、医療、福祉、年金など
基礎的事項を調査します。無作
為に抽出した世帯に、調査員証
を持った調査員が訪問。調査
結果は、厚生労働行政の企画
立案資料として活用します。
問医療政策課（電504-2178、フ
504-2258）

看護職員再就業の無料相談
対保健師・助産師・看護師・准看
護師の有資格者で未就業者

場所 開催日

市役所本庁舎
5/23㈪、6/20㈪、9/15
㈭、12/22㈭、来年1/23
㈪、3/6㈪の13:30～
15:30

安佐南区役所 8/22㈪、11/14㈪、来年
2/13㈪の9:30～11:30

安芸区総合福
祉センター

5/18㈬、8/24㈬、11/9
㈬、来年2/1㈬の9:30
～11:30

問県看護協会（電293-9786、フ295-
6749）犬猫の休日譲渡会

対市内に在住の人
日 5月22日㈰10:00～14:00
場動物愛護センター　
※駐車場なし
内同センターで保護している
犬猫の新しい飼い主の募集（猫
はいない場合があります）
問電243-6058、フ243-6276

人 円

住宅の耐震化の補助など
　要件など詳しくは募集案内
で。
①耐震診断費
対市内のⒶ戸建木造住宅、Ⓑ
分譲マンション
補助額診断経費の3分の2以
内、上限Ⓐ4万円、Ⓑ133万3000
円
②耐震改修設計費、③耐震改
修費、④耐震シェルターなどの
設置費
対②～④市内の戸建木造住
宅、④は高齢者などが居住して
いる住宅
補助額②耐震改修設計費の3
分の2以内、上限15万円、③耐
震改修費の23％以内で構造評
点Ⓒ0.4未満の場合：上限50万
円、Ⓓ0.4～0.7未満の場合：上
限30万円、④設置費の2分の1
以内、上限12万5000円。併せて
感震ブレーカーを設置する場
合、設置費の2分の1以内、上限
4万円
申所定の申込書で、5月16日㈪
～31日㈫（必着）に、住宅政策
課へ。申込書、募集案内は同
課、区役所、出張所などで。抽
選①Ⓐ12戸、Ⓑ1棟、②3戸、③
ⒸⒹ各2戸、④1戸
問電504-2292、フ504-2308

ブロック塀などの撤去費用
の一部補助
対道路に面する高さ１㍍   以上
のブロック塀など　
補助額撤去費用の3分の2(上限
15万円)
申建築指導課へ事前協議の
上、所定の申請書で、5月16日
㈪～来年2月28日㈫に。申請書
などは同課、区建築課、市HP
で。予算の範囲内で先着順
問電504-2288、フ504-2529 こんにゃく芋

植付体験

こけ田んぼ

新人演奏会
日6月26日㈰13:30～17:15
場東区民文化センター
内今春音楽大学などを卒業し
た市ゆかりの音楽家13人による
クラシック音楽の演奏会
¥一般1,000(当日1,200）円、小
学生～高校生*無料。チケットは
JMSアステールプラザなどで
問文化財団企画事業課（電244-
0750、フ245-0246）

スポーツ施設の催し
催し名 対象 日時 定員 参加費

1 やってみよう！
弓道 15歳以上 6/5㈰18:30～20:00 12 700
2 幼児と保護者の
水遊び体験

1～5歳の幼
児と保護者 6/18㈯10:30～11:30

10
組 950

3 トップスひろしま中国
電力陸上競技部による
ジュニア陸上クリニック

小学生 6/19㈰14:00～16:00 50 500

4 チャレンジ！
高飛び込み

100㍍以上
泳げる小学
生以上

6/25㈯10:00～12:00
各
30 各

700
5 できる！
競泳スタート 6/26㈰10:00～11:30

6 チャレンジ！
アーティスティック
スイミング

6/26㈰13:00～15:00 20

場①安佐南区スポーツセンター、②クアハウス湯の山、③エディ
オンスタジアム、④～⑥ひろしんビッグウェーブ
申5月15日㈰①9:00から、電話か窓口で。②10:00から、電話で。③
9:00から、電話か窓口で。④～⑥9:00から窓口で、10:00から電話
で。①～⑥いずれも先着順
問①電848-2411、フ848-2432、②電0829-83-1198、フ0829-83-1177、
③電848-8484、フ848-8460、④～⑥電222-1860、フ222-1861
休①②④～⑥㈫、③㈭

●申請期限
6月24日㈮（郵送の場合必着）
●対象となる人・世帯 、配分金額

平成30年7月豪雨災害の義援金の申請は
6月24日㈮までに提出を

被害区分 配分金額
（第1～6次配分）

人
的
被
害

亡くなられた人
行方不明の人 265万円

重傷者（災害
により受傷
し、1カ月以上
の治療を要し
た人）

132万5000円

住
家
被
害

全壊 265万円
半壊（大規模
半壊を含む） 132万5000円

一部損壊（破損） 53万円
床上浸水 26万5000円

●必要書類
◆申請書（受付窓口で配布、
市HP〈市HP→復興支援→
平成30年7月豪雨災害の義
援金の配分について〉から
ダウンロードも可）、◆振
込先の金融機関名、口座番
号などが分かるもの（通帳、
キャッシュカードなど）、◆
本人確認書類（運転免許証・
健康保険証など）、◆罹

り さ い

災
証明書（住家被害の場合の
み）、◆災害により負傷し1
カ月以上の治療を要するこ
とが確認できる医師の診断
書（重傷者の場合のみ）
※郵送で申請する場合は、
申請書に上記書類のコピー
を添付してください
●受付窓口
各区区政調整課
区 電話 区 電話
中 504-2543 安佐南 831-4925
東 568-7703 安佐北 819-3903
南 250-8933 安芸 821-4903
西 532-0925 佐伯 943-9703

問政策企画課（電504-2014、フ504-2029）

ハノーバーの日　姉妹・友好
都市の日の催し
日5月29日㈰13:00～15:00
場基町クレド（中区基町6‒78）
内ハノーバー市の紹介やドイツ

音楽コンサート、上田流茶道の
体験など
問平和文化センター国際市民
交流課（電242-8879、フ242-
7452）

※第7次（最終）配分額は、決ま
り次第、市HPなどに掲載予定
です
●申請方法
郵送（〒730-8586 政策企画課
義援金担当 住所不要）か受付
窓口（右記）で。
（すでに第1～6次配分を受け
ている人は、申請不要です）




