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ザ・広島ブランド
Present!

アジサイ展

段ボールボート

①小学生工作教室

　　　　　　　　　　　よくあがるたこ

対小学校1～6年生(4年生以下は
保護者同伴)
日5月28日㈯13:00～16:00
内たこ作り　¥ 250円
申①往復はがきで、必要事項（6
㌻左）、学校名、保護者名を、5月
18日㈬（必着）までに。抽選12組
②ビークルシアター(ビデオ
上映会) 
対幼児～小学生（保護者同伴）
日6月4日㈯、5日㈰の11:30、13:30、
14:30から
内「じてんしゃにのるひとまねこ
ざる」「うるさいノラ」「歯いしゃ
のチュー先生」の1回計3本（約
30分）
申当日会場で。先着各回80人
③サイエンスショー
日6月11日㈯、12日㈰の11:30、13:
30、14:30から
内光の実験ショー
※内容は小学生向け
申当日会場で。先着各回80人

●四季号春のクイズの答えは「ひろ」、応募総数は223通でした

臨時休館

〒734-0017 南区似島町東大谷182
休㈪

似島臨海少年自然の家 電259-2766
フ259-2767

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。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

市内、
府中町、
坂町

水道局徴
収事務受
託者
(メーター
検針)

自動車などの運転免許を持ち、原動機付自転車の
運転ができる人な　

　ど／水道メーターの検針業務／検
針1件当たりの単価契約（昨年度平均実績：月額約23
万円、1カ月当たりの検針予定日数：20日程度）交／
若干名　※8月1日から業務開始予定

1次
6/11㈯
2次
6/17㈮

5/31㈫
（消印有効）

水道局営業課
電511-6832
フ221-3110

原爆養護ホーム
（舟入むつみ
園、神田山やす
らぎ園、倉掛の
ぞみ園）

看護師
(正規)

昭和37年4月2日以降に生まれ、看護師免許を持つ
人／入園者の看護業務な　

　ど／3年制短大新卒で月額
約22万5000円（学歴・経験年数により変動。別途諸手
当あり）交／若干名　※10月1日採用予定（10月1日
までに採用する場合あり）

6/20㈪ 6/14㈫
（必着）

原爆被爆者援護事
業団事務局
電845-5091
フ845-6934

精神保健福祉
センター

保健師
（会計年度
任用）

保健師免許を持つ人／心の健康に関する相談や研
修会の企画運営補助な　

　ど／月額約18万円期 交／若
干名　※8月1日採用予定

6/21㈫ 6/15㈬
（必着）

精神保健福祉セン
ター
電245-7746
フ245-9674

市立小学校
プール監
視員（会計
年度任用）

18歳～64歳以下（高校生不可）／小学校夏季休業中
のプール開放事業でのプール監視、衛生管理な　

　ど

/9:00～17:00のうち6時間以内、時給1,001円交 /各
校若干名　※6月11日以降、小学校ごとに採用予定

講習会あ
り

定員になり
次第終了

スポーツ振興課
電504-2503
フ504-2066

園芸教室 はなづくり講座
日6月5日㈰13:00～15:00
内初夏のガーデニング実技講
習
¥ 1,500円
申往復はがき（1人1枚）で、必
要事項（6㌻  左）を、5月23日㈪
（必着）までに。抽選15人
みどりづくり講座
講座名 開催日 時間

初夏の庭木管理 6/12㈰ 13:00
～
15:00初夏の果樹管理 6/19㈰

申往復はがき（1人1枚）で、必要
事項（6㌻左）を、5月30日㈪（必
着）までに。抽選各15人

ファミリーデイキャンプ
対小学生を含む家族
日6月12日㈰10:00～16:00
内火おこしからの野外炊飯、ウッ
ドクラフト、自然散策
¥ 800円／人
申郵送で、参加者全員の必要事
項(6㌻左）、性別、学校名と、84円
切手を貼り宛名を記入した返信
用封筒（長形3号）を、5月25日㈬
(必着)までに。抽選9家族
初心者のための野外活動

ボランティア講座
対18歳以上（高校生は除く）
日6月25日㈯・26日㈰（1泊2日）
内子どもが楽しめる自然体験
活動などを通じて、野外活動や
子どもとの関わり方を学ぶ
¥ 1,800円
申郵送で、必要事項（6㌻左）、性
別、職業か学校名と、84円切手
を貼り宛名を記入した返信用
封筒（長形3号）を、6月5日㈰（必
着）までに。抽選50人

施設名 期間 問い合わせ先
1 コジマ
ホールディ
ングス西区
図書館

5/20㈮～
5/26㈭

電234-1970
フ295-9287

2 安芸区図
書館

5/27㈮～
6/2㈭

電824-1056
フ824-1057

3 クアハウ
ス湯の山

5/30㈪～
6/2㈭

電0829-83-1198
フ0829-83-1177

※①②特別整理期間のため、
③プール・浴槽清掃のため

ライブラリー・サポーター
ズ募集（説明会）
対市内に在住か通学の中学生・
高校生*
日5月29日㈰か6月19日㈰の10:00
～12:00
内図書館でのボランティア活動
の説明や絵本の読み聞かせ研修
場青少年センター
申来館かファクス、市立図書館
HPで。先着各30人
子どもと本を結ぶボラン

ティア養成講座（初心者編）
対市内に在住か通勤・通学し、
活動経験が3年未満かこれから
活動を希望する人で、全5回の

催し名 日時
1 セントポーリアと
イワタバコの仲間展 5/28㈯～6/9㈭
2 アジサイ展

5/28㈯～6/19㈰3 ハナショウブ＆
アジサイまつり
4 職員による植物
うんちく語り 5/28㈯11:00～12:00
5 モリアオガエル
観察のすすめ 6/4㈯13:30～14:00

6 アジサイ実演会 6/5㈰、11㈯11:00～
12:00

7 初夏の小品盆栽展 6/11㈯～6/13㈪
8 ウチョウラン展 6/11㈯～6/16㈭
9 小品盆栽実演会 6/11㈯13:30～14:30
10ハナショウブ実
演会 6/12㈰11:00～12:00
11職員による植物
うんちく語り 6/14㈫11:00～12:00
12暮らしに役立つ
ハーブ講座

6/25、7/2、9の㈯
13:30～15:00。全3回

内④テーマ「お部屋で楽しむセ
ントポーリアの世界」、⑨草も
のを中心とした小品盆栽の仕
立て方、育て方を実演・解説、⑪
テーマ「初夏の園内散策」、⑫
ハーブとスパイスの関係を学
ぶ
講師⑫ハーバルアソシエーショ
ン・ウエスト代表・糀

こうじはら
原美

み え こ
恵子氏

¥⑫3,500円（3回分）
申④～⑥、⑨～⑪当日会場で。
先着④⑤⑨⑪各100人、⑥⑩各
50人。⑫往復はがきで、必要事
項（6㌻左）を、6月8日㈬（必着）ま
でに。抽選30人

親子で作ろう 段ボール
ボートで君もキャプテン！
対小学校4年生以上と保護者
日6月19日㈰8:30～17:00
¥ 700円／人
申郵送で参加者全員の必要事
項（6㌻左）、性別と、84円切手を
貼り宛名を記入した返信用封
筒（長形3号）を、5月26日㈭（必
着）までに。抽選50人

企画展「四
しじょうは
条派対決！！ 山

やまがた
縣

二
じしょう
承VS里

さ と み
見雲

うんれい
嶺ｰ収蔵品を

中心にｰ」
日7月3日㈰まで

①避難体験VR「土砂災害編」
で学ぼう！
対VRゴーグルの使用は8歳以上
（13歳未満は保護者の同伴と
同意が必要）
日6月4日㈯、5日㈰の9: 0 0～
12:00、13:00～17:00で30分ごと
内映像を見ながら土砂災害の
際の行動を学ぶ(VRゴーグル
の体験は各組1人)
②サイエンスワークショップ
｢金魚のアクアボトル｣

日6月11日㈯、12日㈰の11:00、
14:00から
内球状の保水剤を使って、金魚
が瓶の中を泳いでいるように
見えるオブジェを作る
¥ 150円
③サイエンスショー｢－196℃
のふしぎな世界｣
日6月18日㈯、19日㈰、25日㈯、
26日㈰の11:00、14:00から
内液体窒素を使い、身の回りの
ものを冷やして変化を観察
申①～③5月25日㈬から同館
HPで。先着①各回2組（1組5人
まで）、②各回9人、③各回20人

森林公園の催し
催し名 日時

1 親子森林体験「モ
リアオガエル観察会」

6/4㈯10:00～
12:00

2 ひろしま「山の日」
イベント「さくら救出
大作戦！！」

6/5㈰9:30～
12:00

対①幼児～小学生と保護者、
②小学生以上
内②桜の日当たりを改善する
ための森の手入れ
申①往復はがきで、②電話で、
参加者全員の必要事項（6㌻  左）
を、①5月23日㈪（消印有効）、②
5月30日㈪までに。抽選①15組、
②30人

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・春・夏・冬休み期間を除く）

〒731-3362 安佐北区安佐町久地2411-1
休㈫

花みどり公園 電837-1247
フ837-2938

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㈪（5/23、30は除く）

〒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

〒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㈪､5/24､31､6/1､2

ヌマジ交通ミュージアム電878-6211
フ878-3128

〒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

〒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㈪

江波山気象館 電231-0177
フ234-1013

ひろしま遊学の森
（森林公園）

電899-8241
フ899-8491

〒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㈬

〒730-0011 中区基町5-83
休㈪､5/31

5
ファイブデイズ
-Daysこども図書館電221-6755フ222-7020

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

! 生活上の困り事について、地域の人
の相談に乗り、行政などとのつなぎ
役を務めるボランティアは？

○○委員・児童委員

広島県産レモンを丸ごと搾った魅惑のス
パイス。レモンの爽やかな酸味と青唐辛
子のすっきりとした辛さが食材をさっぱり
させ食欲をそそります。商品の問い合わ
せは、同社(電0120-817-438、フ509-5012)
へ。

レモスコ2本セット／ヤマトフーズ㈱

申はがきかファクス（504-2067）で、住所、氏名、年代（20
代など）、電話番号、性別（任意）、応募の号、答え（2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、5月31日㈫（必着）までに、広報課（郵便番号730-
8586 住所不要）へ。市HPからも応募可。抽選10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(6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

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

こんちゅう館の催し

　　　　　　　　　　　　 ヒョウモン
　　　　　　　　　　　モドキ（成虫）

催し名 日時
1 むしの日-
昆虫博士になれるか
な？

6/4㈯10:00～
11:30、13:00～
14:30

2 ヒョウモンモドキ
成虫展示

6/4㈯～6/19㈰
9:00～16:30

3 大人のための昆虫
講座「希少昆虫の保護：
ヒョウモンモドキ」

6/12㈰13:30～
14:30

内①むしの日（6月4日）にちな
んだクイズラリー、②絶滅危惧
種のチョウ「ヒョウモンモドキ」
の生体展示
申①当日会場で、③同館ＨＰで、6
月2日㈭までに。先着①各100人、
③25人

内広島で活躍した四条派の絵
師の作品紹介
広島城メモリアルデー

日5月29日㈰10:00～16:00
内開館64年の記念イベントを
実施。詳しくは同施設HPで
¥当日は入館料無料

講座受講後、7月～来年2月ま
での実技実習を受講できる人
日6月9日㈭、16日㈭、22日㈬、
7月7日㈭、14日㈭の10:00～
12:00。全5回
内講座、おはなし会見学、実技
指導、実習など
場中央図書館
申往復はがきで、必要事項（6
㌻左）、経験年数、これまでの主
な活動場所を、5月27日㈮（必
着）までに。抽選8人

金魚のアクアボトル




