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　寝たきりの高齢者を介護して

いる家族に、介護用品を給付す

る制度を設けています。

対象　

　要介護４または５と認定され

た、市民税非課税世帯の在宅高

齢者を介護している、市民税非

課税世帯の家族

給付内容

　紙おむつ、尿とりパッド、使

い捨て手袋など

※月額５千円分で半年ごとに給

　付します。

持参物　必要な介護用品の見積書

申し込み・問い合わせ

　健康福祉課介護福祉係

　☎２２-７７４３

　　　家族介護用品を

　　　給付します

広島県のスローガン

「ゆるさない ハンドル・スマホの 二刀流」

　４月６日（水）～ 15 日（金）

は春の全国交通安全運動期間で

す。交通死亡事故が多発してい

ます。思いやりのある運転を心

がけましょう。

運動の重点

①子供を始めとする歩行者の安

　全確保

②歩行者保護や飲酒運転根絶等

　の安全運転意識の向上

③自転車の交通ルール遵守の徹

　底と安全確保

　４月 10 日（日）は交通事故

死ゼロを目指す日です。

　今一度、家族みんなで交通安全と

命の大切さについて話し合い、交通

死亡事故の防止に努めましょう。

問い合わせ

　危機管理課

　☎２２-２２８３

　　　春の全国交通安全運動

広報に広告を掲載してみませんか？
　「広報たけはら」に掲載する広告を募集してい

ます。複数月で申し込まれた場合には、掲載料割

引があります。詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ

　総務課資産活用係

　☎２２-７７１９

　詳しくは

　こちら

▼

広
告

　４月１日から、民法改正により

成年年齢が 20 歳から 18 歳に引き

下げられます。これに伴い、戸籍

の届出やパスポートの申請につい

ての取り扱いが変更となります。

婚姻届

　婚姻できる女性の年齢が 18

歳に引き上げられるため、年齢

が男女ともに 18 歳になります。

※ただし、経過措置として、施

　行日（令和４年４月１日）時

　点で 16 歳以上 18 歳未満の女

　性は、18 歳未満であっても

　婚姻することができます。

パスポートの申請

　18 歳以上であれば、10 年有

効のパスポートを取得すること

ができます。

　その他の戸籍届出で成年年齢

が引き下げられたものの詳細に

ついては、市民課市民係へお問

い合わせください。

問い合わせ

　市民課市民係

　☎２２-７７３４

　　　　戸籍届出 ・ パスポート

　　　　申請が変わります

　食品関係営業許可・届出など

の受付や申請・届出の手続きに

係る相談を行っています。

日時　毎月第２火曜日 10時～ 15時

　　　（12 時～ 13 時を除く）

※ただし、第２火曜日が閉庁日

　の場合は第３火曜日

場所　市民館

問い合わせ

　広島県西部東保健所生活衛生課

　☎０８２-４２２-６９１１

　　　広島県西部東保健所

　　　サテライト業務実施

れ
んらく

板竹原市役所

〒 725-8666

竹原市中央五丁目 1番 35号

https://www.city.takehara.lg.jp/

人のうごき
（住民基本台帳登録者数）

人口　２３，９７０人

男　　１１，４３５人

女　　１２，５３５人

　　　　１２，０６９世帯

１年前　２４，４８５人

５年前　２６，６６８人

－２月 28 日現在－
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bousai.takehara-city@raiden3.ktaiwork.jp【日本語用】　
迷惑メール防止設定をしている人は「takehara-city@raiden3.ktaiwork.jp」を受信できるようご確認ください。

対象　①～③の手帳を持つ市内

　在住の人

①身体障害者手帳１～３級いずれか

②療育手帳Ⓐ・Ａ・Ⓑ

③精神障害者保健福祉手帳１級

助成額　初乗り基本料金

交付枚数　申請月から月２枚

※最大年間 24 枚

※人工透析を行うじん臓機能障害者に

　ついては、申請月からタクシー券を

　月６枚とし、最大年間 72 枚となりま

　す。（所得制限あり）

※市内福祉タクシー協力会社につ

　いては、お問い合わせください。

申請方法

　申請書、①～③の手帳、人工透

析治療を受けている人は、透析治療

を行っていることが確認できるもの

を持参し、健康福祉課障害福祉係へ。

※忠海支所での交付を希望する

　人は、事前に健康福祉課障害

　福祉係へ連絡してください。

※郵便での申請・交付を希望す

　る人は、申請書を健康福祉課

　障害福祉係（〒 725-8666 住

　所不要）へ送付してください。

問い合わせ

　健康福祉課障害福祉係

　☎２２-７７４３

　　　福祉タクシー券

　　　申請について

　20 歳になると、すべての人

が国民年金に加入しますが、学

生で所得が少なく国民年金保険

料の納付が困難な人は、学生納

付特例制度が利用できます。

　この制度では、本人の所得が

一定以下の場合、申請により在

学期間中、保険料の支払いの猶

予を受けることができます。毎

年申請が必要で、申請は該当年

度の４月からできます。

申請方法

　年金手帳または基礎年金番号

通知書、学生証、在学証明書な

ど学生であることを証明できる

ものを持参のうえ、市民課医療

年金係、忠海支所へ。

※前年度に学生納付特例の承認

　を受けた人で、今年度も同じ

　学校に在学する人は、日本年

　金機構から届く学生納付特例

　申請書のはがきを返送するこ

　とで、申請ができます。

問い合わせ

　市民課医療年金係

　☎２２-７７３４　

　呉年金事務所

　☎０８２３-２２-１６９１

　　　国民年金保険料

　　　学生納付特例制度

日時　

　５月 26 日（木）８時 30 分～ 17 時

　５月 27 日（金）８時 30 分～ 12 時

※受付は８時から開始。

場所　東広島市消防局

定員　40 人（先着順）

持参する物　筆記用具

費用　３，８００円

※講習初日にお支払いください。

申込期間　

　４月４日（月）～ 22 日（金）

申込方法　

　東広島市消防局予防課のホー

ムページまたは受講申込書（市

内の消防署・分署で配付。東広

島市ホームページからダウン

ロード可）でお申込みください。

問い合わせ

　東広島市消防局予防課

　☎０８２-４２２-６３４１

　　　甲種防火管理

　　　新規講習

　昭和 20 年８月６日に降った

広島のいわゆる「黒い雨」に遭

われ、一定の要件を満たすと認

められる人は、被爆者健康手帳

を受け取ることができます。「黒

い雨」に遭ったと思われる人は、

被爆者健康手帳の交付申請をし

てください。

　また、障害を伴う一定の疾病

にかかっている人は、あわせて

健康管理手当の申請を行うこと

ができます（４月末までに申請

をした場合、５月分の手当から

支給）。

　詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ　

　広島県被爆者支援課

　☎０８２-５１３-３１１６

　市民課医療年金係

　☎２２-７７３４

　　　広島の 「黒い雨」 に

　　　遭われた人へ

　自治会及び地域住民団体が実

施する下水路清掃活動で発生し

た汚泥等については、市で回収

を実施することとなりました。

　また、道路・河川清掃活動補助

金についても最低参加人数を見直し

ましたので、ぜひご活用ください。

詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ

　建設課建設総務係

　☎２２-７７４６

　　　道路 ・ 河川

　　　清掃活動支援

　新型コロナウイルス感染症拡

大防止のため、「たけはら竹まつ

り」の開催中止を決定しました。

　何卒ご理解いただきますよう

お願い申し上げます。

問い合わせ

　竹原市観光協会　　

　☎２２-４３３１

　　　第 32 回たけはら竹まつり

　　　開催中止のお知らせ
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れんらく板

　生活排水による河川等の水質

汚濁を防止し、生活環境の保全・

公衆衛生の向上を目的として、

設置者への補助金制度を設けて

います。

対象地域

　公共下水道工事認可区域等を

除く市内全域

対象

　対象地域において専用住宅に

浄化槽を設置する人

※工事が令和５年３月 31 日ま

　でに完了し、実績報告書、浄

　化槽保守点検・清掃契約書の

　写し、浄化槽法定検査受検契

　約書の写しを提出できる人に

　限ります。

※次に該当する人は対象外とな

　ります。

①浄化槽法に基づく設置の届出

　の審査、または建築基準法に基

　づく確認を受けずに設置する人

②販売目的で合併処理浄化槽付

　きの住宅を建築する人

③住宅を借りていて、賃貸人の

　承諾が得られない人

〇くみ取り便所及び既設単独処

　理浄化槽から合併処理浄化槽

　へ転換する場合

補助限度額

●５人槽　　　 332,000 円

●６～７人槽　 414,000 円

●８～ 10 人槽　548,000 円　

※ただし、建築確認を行う転換

　の場合は、一律 20 万円

※浄化槽工事を行う前に申し込

　んでください。

※４月中に浄化槽の設置工事を

　予定している場合は、事前に

　お問い合わせください。対象

　とならない場合があります。

問い合わせ

　市民課生活環境係

　☎２２-２２７９

　　　小型合併処理

　　　浄化槽設置補助

　イノシシやシカを中心とした

農作物被害が市内全域に広がっ

ています。

　竹原市では、農林産物をイノ

シシやシカなどの被害から守る

ため、電気柵・ワイヤーメッシュ

柵・トタン柵を設置する場合に、

その資材購入に対する補助金を

設けています。

対象

　電気柵、ワイヤーメッシュ柵、

トタン柵（ネットや網は対象外

です）

補助額

　資材購入金額の半額

※上限 15,000 円

※補助要件や運用についてなど

　詳しい内容については、産業

　振興課農林水産振興係へお問

　い合わせください。また、資

　材購入をする前に、必ず申請

　をしてください。

※令和４年４月１日以降に購入

　したものが対象となります。

問い合わせ

　産業振興課農林水産振興係　

　☎２２-７７４５

　　　地域ぐるみで取り組む

　　　鳥獣被害対策

　浄化槽の管理者は定期的な保

守点検・清掃・法定検査の実施

が義務付けられています。

●保守点検

　微生物の機能を維持するため、

浄化槽の点検・調整・補修や消毒

剤の補給などを行います。（年３

回以上：処理方式等により異なる）

●清掃

　浄化槽の機能を回復させるた

め、浄化槽内に溜まった汚泥を抜

き取り、各装置や付属機器類の洗

浄・掃除を行います。（年１回以上）

●法定検査

　県が指定する検査機関が行う

検査で、新たに浄化槽を使用する

際に行う検査と、浄化槽の機能が

正常に維持されているかを検査す

る、年１回の検査があります。

　浄化槽の適切な使用方法・維

持管理・検査を実践し、美しい

自然環境を守りましょう。

問い合わせ

　市民課生活環境係

　☎２２-２２７９

　　　守ろう浄化槽の

　　　適正な維持管理

　生ごみを堆肥化し、ごみの減

量化を図るため、自家処理容器

を購入する家庭への補助金制度

を設けています。

対象　電動生ごみ処理容器

補助額　購入金額の２分の１　

　　　　（限度額２万円）

申込期限　令和５年２月24日（金）

※先着順です。購入する前に申

　し込んでください。

問い合わせ

　市民課生活環境係

　☎２２-２２７９

　　　電動生ごみ処理機

　　　購入補助
売却方法　一般競争入札

受付期間　

　４月 14 日（木）８時 30 分

　　　　　～ 20 日（水）11 時

開札日時　４月 21 日（木）10 時

売却物件　忠海東町二丁目

　　　　　建物付土地 121.37 ㎡

申込書・添付書類

　申込書様式などの必要な書類

や物件の詳細は、冊子（総務課・

忠海支所に備え付け、または市

ホームページからダウンロー

ド）をご覧ください。

申し込み・問い合わせ

　総務課資産活用係

　☎２２-７７１９

　　　市有地を売却します
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高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせ
実施医療機関（市内）

　浅野内科医院 ･ いのくちクリニック・円山医院・

大田整形外科おおた内科・大貫内科医院・おぎ皮膚

科アレルギー科クリニック・かわの医院・桑原内科

循環器科医院・呉共済病院忠海分院・こうの医院・

しいはらクリニック・城原胃腸科整形外科・竹原病

院・中島内科クリニック・馬場病院・安田病院

実施医療機関（市外）

　直接医療機関へご確認ください【広島県内】

接種券の申込

　接種を希望する人は接種前に本人確認ができるもの

を持参し、保健センターへ申請してください。

※代理申請の場合は、保健センターへご相談ください。

医療機関へ持参するもの

　予防接種券、予診票、健康保険証など本人確認

ができるもの、自己負担金

接種予約

　接種券申請後、接種者が医療機関へ予約してく

ださい。

※過去に接種したことのある方は助成の対象には

　なりません。接種から５年以上がたち、再度接

　種を希望される場合は直接医療機関へご相談く

　ださい。（全額自己負担での接種となります。）

問い合わせ

　保健センター　☎２２-７１５７

②接種日に 60 歳以上 65 歳未満で、心臓・じん臓・

　呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスにより免

　疫の機能に一定以上の障害がある人

接種期間

　令和５年３月 31 日 ( 金 ) まで

自己負担額　3,200 円

※令和４年度市民税非課税世帯に属する人、生活

　保護世帯の人は、自己負担額が免除となります。

●令和４年度の対象者

　今までに肺炎球菌予防接種を受けていない人の

うち、次の①または②に当てはまる人

※ただし、接種を希望する竹原市在住の人

①次の生年月日の人

65 歳 昭和 32 年４月２日 ～ 昭和 33 年４月１日生まれ

70 歳 昭和 27 年４月２日 ～ 昭和 28 年４月１日生まれ

75 歳 昭和 22 年４月２日 ～ 昭和 23 年４月１日生まれ

80 歳 昭和 17 年４月２日 ～ 昭和 18 年４月１日生まれ

85 歳 昭和 12 年４月２日 ～ 昭和 13 年４月１日生まれ

90 歳 昭和７年４月２日 ～ 昭和８年４月１日生まれ

95 歳 昭和２年４月２日 ～ 昭和３年４月１日生まれ

100歳 大正 11 年４月２日 ～ 大正 12 年４月１日生まれ

補助制度 補助対象・主な要件 補助率（限度額）

耐震診断補助
昭和 56 年５月 31 日以前に着工された一戸建ての木造住
宅（以下「旧耐震住宅」）

耐震診断費の３分の２
（６万円）

耐震化
促進
支援

耐震改修
（拡充）

旧耐震住宅の上部構造評点を 1.0 未満から 0.3 以上向上
し、かつ、1.0 以上にする耐震改修工事

耐震改修工事費の５分の４
（居住誘導区域内100万円）
（居住誘導区域外 60 万円）

現地建替え
（新設）

居住誘導区域内の旧耐震住宅を除却し、同一の敷地に新
たに住宅を建築する工事※

現地建替え工事費の５分の４
（100 万円）

非現地建替え
（新設）

旧耐震住宅を除却し、居住誘導区域内の別の敷地に新た
に住宅を建築する工事※

除却工事費の 23％
（80 万円）

除却
（新設）

旧耐震住宅を全て取り壊す工事（市内の耐震性を有する
住宅等に住み替えるものに限る）※

除却工事費の 23％
（30 万円）

ブロック塀等安全確
保補助（新設）

緊急輸送道路及び小中学校の通学路に面する倒壊のおそ
れのあるブロック塀等の除却

除却工事費の３分の２
（15 万円）

土砂災害対策
改修補助

土砂災害特別警戒区域内の住宅等を、土砂災害に対する
構造基準に適合させる改修工事

工事費の 23％
（75 万９千円）

住宅・ブロック塀等の地震対策・土砂災害対策費用の補助
　地震による住宅・ブロック塀の倒壊や土砂災害による被害に備えるため、対策費用の一部を補助します。

※耐震診断による上部構造評点が 1.0 未満又は簡易耐震診断の評点の合計が７以下のものに限る。

受付期間　４月 18 日（月）～ 27 日（水）　受付期間内に予算額を超えた場合は抽選となります。

問い合わせ　都市整備課住宅建築係　☎２２-７７４９
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「法の現場」見学ツアー実施のお知らせ
　半日で３つの「法の現場」を見学できるツアーを実施します。コースは３つ用意していますので、

お好きなものを選んでいただけます。

　なお、新型コロナウイルス感染症をめぐる状況によっては、開催を中止または内容を一部変更して

実施する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ　

　広島高等裁判所事務局総務課広報係　☎０８２-２２１-２５１６

実施日時及び日程

　Ａコース　

　５月 11 日（水）13 時 30 分～ 17 時

　広島家庭裁判所→広島地方検察庁→広島弁護士会

　Ｂコース　

　５月 18 日（水）８時 45 分～ 12 時 15 分

　広島地方検察庁→広島地方裁判所→法テラス広島

　Ｃコース　

　５月 30 日（月）13 時 30 分～ 17 時

　広島弁護士会→広島地方裁判所→広島法務局

募集人数　

　各コース 10 人

　（先着順、団体については２人まで）

申込期間　

　４月 11 日（月）から　

　　Ａコース５月９日（月）まで

　　Ｂコース５月 16 日（月）まで

　　Ｃコース５月 26 日（木）まで

申込方法

　広島高等裁判所事務局総務課広報係へ電話

申し込み（平日９時～ 17 時）

れんらく板

竹原税務署からのお知らせ
振替納税を利用されている人へ

インボイス制度説明会について

令和３年分　確定申告 振替日

申告所得税及び復興特別所得税 ４月 21 日（木）

消費税及び地方消費税（個人事業者） ４月 26 日（火）

　振替日にご指定の預貯金口座から納税額を自動的に引き落としますので、事前に預貯金口座の残高

をご確認ください。残高不足等で引き落としができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税

がかかりますのでご注意ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、４月 15 日までの間、簡易な方法により申告・納付期限

　の延長を申請される方の振替日については、別途お知らせします。

　令和５年 10 月１日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式（インボイス制度）

が導入されます。インボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」となるための登録申請手続は、既

に受付が開始されています。

　「制度について知りたい」という方は、説明会（無料）に是非ご参加ください。

開催日 開催時間 定員 開催場所

４月 20 日（水）

10 時～ 11 時

（60 分）
24 名

竹原税務署１階会議室

（竹原市中央３丁目２番 12 号）

５月 20 日（金）

６月 22 日（水）

７月 22 日（金）

※説明会は事前予約制です。税務署の総合窓口または電話により予約をお願いします。

問い合わせ　竹原税務署　☎２２-０４８５
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募集種目 受験資格 締切（必着） 試験日

自衛官候補生
18 歳以上 33 歳未満（32 歳の人は、採用予定月

の末日現在、33 歳に達していない人）
～５/25（水）

１次
５/26（木）～27（金）
※いずれか１日
２次
６/４（土）

一般曹候補生
18 歳以上 33 歳未満（32 歳の人は、採用予定月の

末日現在、33 歳に達していない人）
～５/10（火）

１次　

５/21（土）

２次　

６/17（金）～７/３（日）

※いずれか１日

幹部候補生

一般

大卒程度試験

22 歳以上 26 歳未満（20 歳以上 22

歳未満は大卒（見込含）、修士課

程修了者等（見込含）は 28 歳未満）

～４/14（木）

１次　

４/23（土）～ 24（日）

２次　

５/27（金）～６/２（木）

３次（海・空の

飛行要員のみ）

（海）　

６/23（木）～６/27（月）

（空）　

７/16（土）～８/４（木）

院卒者試験
20 歳以上 28 歳未満、

修士課程修了者等（見込含）

歯　科

薬剤師

専門の大卒（見込含）20 歳以上 30 歳未満

（薬剤科は 20 歳以上 28 歳未満）

幹部候補生

（第２回）

一般

（飛行

要員を

除く）

歯科

薬剤師

大卒程度試験

22 歳以上 26 歳未満 (20 歳以上 22

歳未満は大卒 ( 見込含 )、修士課

程修了者等(見込含)は28歳未満）

～６/16（木）

１次

６/25（土）

２次

８/１（月）～７（日）

院卒者試験
20 歳以上 28 歳未満の人、修士

課程修了者等 (見込含 )

歯科・

薬剤師

専門の大卒（見込含）20 歳以上 30 歳未満（薬

剤科は 20 歳以上 28 歳未満）

医科・歯科幹部 医師・歯科医師の免許取得者 ～６/10（金） ６/24（金）

技術海上幹部

技術航空幹部

大卒以上の人で応募資格に定められた学部・専

攻学科等を卒業後、２年以上業務経験のある人
～５/20（金）

６/20（月）

技術海曹

技術空曹
20 歳以上の人で国家免許資格取得者等 ６/17（金）

問い合わせ　自衛隊広島地方協力本部　尾道出張所

　　　　　　☎０８４８-２２-６９４２

　　　　　　Mail：hp1-hiroshima@pco.mod.go.jp

　自衛隊情報について

　詳しくはこちら

▼

自衛官採用試験

市立こども園・保育所に絵本の寄贈を受けました
　３月上旬に、中国労働金庫西条支店推進委員会か

ら市立こども園・保育所４か所に多くの絵本が寄贈

されました。「地域の子どもたちが健やかに育って

ほしい」と贈られた絵本を園児たちが夢中になって

読んだり、友だちと会話をしながら楽しんでいます。

問い合わせ

　社会福祉課子ども福祉係　

  ☎２２-７７４２
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れんらく板

「Let's Buy たけはら運動」推進中！
　市内経済の活性化を図るため、竹原商工会

議所と連携して、市内での消費を促す「Let's 

Buy たけはら運動」を推進しています。

　この運動の一環として、竹原商工会議所では

「いつでも・どこでも・何にでも」使える市内

共通商品券 (かぐや姫商品券 )を販売していま

すので、ぜひご利用ください。

問い合わせ

　竹原商工会議所　

　☎２２-２４２４

　産業振興課商工観光振興係　

　☎２２-７７４５

　まちなかの賑わいを創出する創業を支援するた

め、まちなかにある空き店舗等を改修する費用の

一部を助成します。

対象者　観光地と商店街エリアをつなぐ観光消費

　推奨ルートにある空き店舗等を活用し、小売業、

　飲食業等を行おうとする中小企業者、商店街団

　体または創業者

補助率　対象経費の２分の１

上限額　100 万円

申請期限　４月 28 日（木）まで

問い合わせ

　産業振興課商工観光振興係　

　☎２２-７７４５

空き店舗等改修助成事業

「マイナンバーカードの受取」「電子証明書の更新」
夜間・休日開庁のご案内

　マイナンバーカード（個人番号カード）の受取、電子証明書の更新のため、次の夜間・休日に開庁します

ので、ご利用ください。

　なお、マイナンバーカードに関する業務以外はお受けできませんので、ご了承ください。

【注意】この欄は、市民のみなさん相互の情報交換の場です。掲
載行事等は、市の主催ではありません。日時・会場・内容等は各
主催者によくご確認のうえご自分の責任で参加してください。

掲載申し込み随時受付中！ 
問い合わせ 企画政策課 ☎ 22-0942

★春風コンサート
　第１部 折河宏冶（バリトン）・枝松瞳（ソプ

ラノ）・小林知世（ピアノ） 、第２部 樋口利歌

（ヴァイオリン）・岩本利之（ドラムパーカッショ

ン）・橘佳祐（ピアノ）

　日時は４月 24 日（日）14 時開演、13 時 30

分開場、入場料 1,000 円です。場所は竹原市民

館ホールです。主催はたけはら音楽連合会まち

かどコンサート実行委員会、お問い合わせは、

梅谷（☎ 22-2956）星野（☎ 22-2443）へ。

　春風に乗って、音楽を楽しみましょう。お待

ちしています。

子育て世帯向け賃貸住宅
入居者募集中！

　子供を遊ばせながら交流できる中庭を完備

し、中央公園にも隣接しています。見学も随時

募集しています。

　お気軽にお問い合わせください。

▲詳しくは

　こちら

問い合わせ

　都市整備課住宅建築係　

　☎２２-７７４９

問い合わせ　市民課市民係　☎２２-７７３４

夜間開庁日時　４月 14 日（木）、28 日（木）、５月 12 日（木）　17 時 15 分～ 19 時

休日開庁日時　４月 24 日（日）、５月 29 日（日）９時～ 12 時
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４月
日 行　事 問い合わせ
16 土
17 日

18 月

♪おでかけつくしんぼ～榎町公園で遊ぼう！～
時　10:00 ～ 11:30　場　ふれあい館ひろしま　※要予約

ふれあい館ひろしま
☎ 22-9100

♪こいのぼりリース
時　10:00 ～ 12:00　場　大井地域交流センター　※要申込（定員 10 組）

ミルクハウス
☎ 26-2845

★ぽかぽか広場　一緒に楽しい時間を過ごしましょう！
時　10:00 ～ 12:00　場　保健センター
対　未就園児と保護者、妊婦　※３日前までに要申込（定員４組）

保健センター
☎ 22-7157

19 火
20 水
21 木
22 金 ♪ハートのバッグ作り

時　10:00 ～ 12:00　場　大乗地域交流センター　※要申込（定員 10 組）

ミルクハウス
☎ 26-2845

23 土
♪春の映画会
時　10:10 ～ 11:40、13:30 ～ 15:00　場　人権センター１階　会議室
内　「ペット」上映　対　幼児から一般　費　無料

児童館
☎ 22-0420

24 日

25 月

♪こころすくすく～保育士と一緒にお話しよう♬～
時　10:30 ～ 11:30　場　ふれあい館ひろしま　※要予約

ふれあい館ひろしま
☎ 22-9100

★ぽかぽか広場　一緒に楽しい時間を過ごしましょう！
時　10:00 ～ 12:00　場　保健センター
対　未就園児と保護者、妊婦　※３日前までに要申込（定員４組）

保健センター
☎ 22-7157

26 火

27 水 ★９～ 10 か月児健診
時　12:30～ 13:00　場　保健センター　対　令和３年６月～７月生（対象児には通知します）

保健センター
☎ 22-7157

28 木

★あかちゃん講座
時　10:00 ～ 11:45　場　保健センター　対　妊婦とその家族　内　あかちゃんを
産むために、妊婦さんの栄養　講　助産師、歯科衛生士、栄養士、保健師
※３日前までに要申込

保健センター
☎ 22-7157

♪にこにこバースデー～生まれて来てくれてありがとう～
時　10:00 ～ 12:00　場　ふれあい館ひろしま　※要予約
内　かわいいフォトコーナーや、手形足型アートで記念に残るカードを作りませんか？

ふれあい館ひろしま
☎ 22-9100

29 金
30 土
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納税相談をご利用ください！
◆休日納税相談窓口

　市税納税相談のため、休日納税相談窓口を開設

します。何らかの事情で納税が難しい場合は、相

談を受け付けますので、ご利用ください。

日時　４月 17 日（日）９時～ 12 時

場所　税務課（市役所本庁舎１階）

◆夜間窓口

　事前に連絡をしていただければ、税金に関する

相談を受け付けますので、ご利用ください。

利用時間　平日の 20 時まで（要相談）

場所　税務課（市役所本庁舎１階）

◆今月の納期限　５月２日（月）　◆固定資産税…第１期分

　口座振替の登録をされている人は、口座振替日の前日までに残高の確認をお願いします。

問い合わせ　税務課収納係　☎２２-７７３２


