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人のうごき
（住民基本台帳登録者数）

　人口  ２３，８４８人

　 男　 １１，３８７人

　 女　 １２，４６１人

　　　　１２，０８２世帯

１年前　２４，３５１人

５年前　２６，５１４人

－４月 30 日現在－

　結婚しやすい環境づくりを

推進し、少子化対策に資するこ

とを目的として、次の要件を満

たす新婚世帯に対し、市内の住

宅の取得・リフォーム・賃借費

用、引越費用を補助します。

要件

①令和４年１月１日以降に婚

　姻し、市に住民登録している

②婚姻日の年齢が夫婦共に

　39 歳以下である

③夫婦の所得の合計が 400 万

　円未満である　など

補助額　上限 30 万円

申請期限　令和５年３月31日（金）

※予算の範囲内で補助します。

申請方法

　申請書類を社会福祉課子ど

も福祉係へ提出

問い合わせ

　社会福祉課子ども福祉係

　☎２２-７７４２

　　　　新婚世帯の新生活を　

　　　　応援します

　現在交付されているひとり親

家庭等医療費受給者証の有効期限

は７月 31 日（日）です。新たな

受給者証の交付を受けるには更新

申請が必要です。６月 30 日（木）

までに手続きをしてください。

対象

○ 18 歳になった最初の３月 31

　日までの児童を扶養している

　配偶者のいない人とその児童

○父母のいない児童

受給資格　所得税非課税世帯で

あること ( 住民票で別世帯で

も、同じ番地に居住し、生計同

一の扶養義務者がある場合は同

一世帯として取り扱います )。

申請方法　郵送又は子ども福祉

係・忠海支所へ持参してください。

※昨年度の受給者には通知しています。

問い合わせ

　社会福祉課子ども福祉係

　☎２２-７７４２

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/

　　　　ひとり親家庭等医療費

　　　　受給者証の更新申請

防災情報メールサービスへ登録を―市から防災情報を無料で配信―
19ページ上部ＱＲコードまたはＵＲＬへ空メールを送信後、配信希望内容を選択すれば登録完了

①特例給付に所得上限が設定されます。

②毎年６月の現況届について、

　一部の人を除き提出不要にな

　ります。（該当する人には、　

　５月下旬から申請書を郵送し

　ています。）

問い合わせ

　社会福祉課子ども福祉係

　☎２２-７７４２

　　　６月から児童手当の制度が

　　　一部変更になります

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

広
告

　　　　国民生活基礎調査

　　　　にご協力を

　国民の保健、医療、福祉、年金、

所得等の状況を世帯面から総合

的に把握し、今後の厚生労働行

政の企画及び立案のための基礎

資料を得る重要な調査です。

　調査地区にお住まいの人はご

協力をお願いします。

調査日

　世帯票、健康票、介護票

　６月２日（木）

　所得票、貯蓄票

　７月 14 日（木）

問い合わせ

社会福祉課福祉係

☎２２‐２９４６

　　　　がん患者ウィッグ

　　　　購入費助成について

　広島県では、４月以降に購入

されたウィッグの購入費用（5

万円上限）が助成されます。詳

しくは、県のがん情報サポート

サイト「広島がんネット」に掲

載しています。

問い合わせ

　広島県健康づくり推進課

　☎０８２－５１３－３０９１
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　障害のある人を支える「あい

サポート運動」の取り組みとし

て、ヘルプマークとヘルプカー

ドを無償で配布しています。

対象者　

　広島県内にお住まいのご希望

の人

手続き　

　障害者手帳や身分証明書等の

提示はいりません。配布は１人

につき１個・１枚。家族や支援

者等代理人による受け取りも可

能です。

　詳しくはこちら▶

問い合わせ

　健康福祉課障害福祉係

　☎２２-７７４３

狩猟免許試験・狩猟免許講習会

　近年、鳥獣類による農作物被

害が深刻な問題になっており、

捕獲するためには狩猟免許が必

要です。

　広島県主催による狩猟免許試

験及び広島県猟友会主催による

狩猟免許講習会（講習会だけで

は狩猟免許は取得できません。）

が県内各所にて６～８月に開催

されます。申し込み用紙は産業

振興課に備え付けています。

　詳しくは、広島県ホームペー

ジをご確認ください。

狩猟免許取得費助成

　鳥獣による農作物等の被害を

減らすため、狩猟免許、または

猟銃の所持許可を新たに取得

し、猟友会に入会した人に対し

て助成制度を設けています。

問い合わせ

　産業振興課農林水産振興係

　☎２２-７７４５

　令和３年度に実施した献血

結果は、次のとおりでした。

　参加者　２４６名

　採血者　２１６名

　多くの市民のみなさんにご

協力いただきました。

　厚くお礼申し上げます。

問い合わせ

　市民課生活環境係

　☎２２-２２７９

献血実施報告とお礼

　　　　ヘルプマーク ・ ヘルプ

　　　　カードの配布

全額免除対象者

　「身体障害者」「知的障害者」

「精神障害者」が世帯構成員で

あり、世帯全員が市民税非課税

の場合

半額免除対象者

①視覚・聴覚障害者が世帯主で

　受信契約者の場合

②重度の障害者（身体障害者、

　知的障害者、精神障害者）が

　世帯主で受信契約者の場合

申し込み・問い合わせ

　健康福祉課障害福祉係

　☎２２-７７４３

　　　　NHK 放送受信料の

　　　　免除について

　　　献血のお知らせ

　　　　４００㎖献血にご協力を！

日時　６月 12 日（日）

　10 時～ 12 時、13 時 30 分～

　15 時 30 分

場所　安田病院駐車場

主催　竹原ライオンズクラブ

問い合わせ　

　広島県赤十字血液センター　

　☎０１２０-１５０-５５４

日時　６月 24 日（金）

　　　９時 45 分～ 11 時

場所　旧ＪＡ三原吉名出張所

問い合わせ　市民課生活環境係  

　　　　　　☎２２-２２７９

　　　狩猟免許について

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。

　農業者年金は、農業者だけが

加入できる安心・安全な公的年

金です。積立方式のため、貯金

する感覚で加入できます。

　また、保険料全額が社会保険料

控除の対象で、支払われる年金に

も公的年金等控除が適用されるた

め大きなメリットがあります。

加入資格

①年間 60 日以上農業に従事す

　る 60 歳未満の人

②国民年金第１号被保険者の人 

　（国民年金の保険料納付免除

　者を除く）

※詳しくは独立行政法人農業者年

　金基金ホームページ及び市ホー

　ムページをご確認ください。

申請・問い合わせ

　ＪＡ三原総務人事課

　☎０８４８-６３-３４３４

　ＪＡ三原竹原支店

　☎２２-０４３１

　竹原市農業委員会事務局

　☎２２-７７６２

　　　農業者年金について

　　　　被爆者二世健康診断

対象

　両親のいずれかが原子爆弾被

爆者である人（広島被爆にあっ

ては昭和 21 年６月１日、長崎

被爆にあっては同年６月４日以

降に生まれた人）

実施期間　

６月10日（金）～令和５年２月28日（火）

※ただし、精密検査は令和５年

　３月 10 日（金）まで

検査費用　無料（交通費支給なし）

申し込み・問い合わせ

　令和５年１月 31 日（火）（当日

消印有効）までに、専用はがき（市

民課医療年金係、忠海支所に備え

付け）により県被爆者支援課（☎

０８２-５１３-３１１６）へ



 広報たけはら　2022.6.620  

　　　応急手当講習定期開催

日時

第 1回　６月 16 日（木）

　Ⅲ 10 時～ 13 時※ 11 時～ 13 時

第２回　７月 15 日（金）

　Ⅰ９時～ 12 時※ 10 時～ 12 時

　Ⅱ９時～ 13 時※ 10 時～ 13 時

場所　竹原消防署

内容　

普通救命講習Ⅲ（３時間）

普通救命講習Ⅰ（３時間）Ⅱ（４時間）

定員　20 人程度（先着順）

申込方法　

　最寄りの消防署・分署へ電話、

ファックス、メール、郵送（原則、

持参での申込みは中止しています）。

※令和３年度から e- ラーニン

　グを使用した講習を取り入れ

　ウェブによる事前学習となり

　ます。当日の講習時間は１時

　間短くなります。

申し込み・問い合わせ

　竹原消防署救急係

　　☎２３-０１１９

　FAX ２２-０９５７

E-mail:hgh230119@city.

higashihiroshima.lg.jp

れんらく板

　失語症者の自立と社会参加を

図るために外出場面などでのコ

ミュニケーションを助ける支援

者を養成する研修を開催します。

応募資格

　受講後に失語症者支援に携わ

ることのできる 18 歳以上の人

日程

　８月７日 (日 )～令和５年１

月８日（日）（全 10 回）

場所　

　回によって会場が異なります

申込期限　７月８日（金）

※詳しくは、広島県言語聴覚士

　会ホームページ

　「失語症の方々へ　

　の支援」をご覧く

　ださい。

申し込み・問い合わせ

　広島県言語聴覚士意思疎通支援

　☎０８０－３８９５－７６７８

　　意思疎通支援者養成研修

受験資格

①平成 31 年４月１日以降に高等

　学校または中等教育学校を卒

　業した人及び令和５年３月ま

　でに卒業する見込みのある人

②人事院が①に掲げる人に準ず

　ると認める人

試験の程度　高校卒業程度

申込方法　原則としてインター

　ネットにより申込み

　を行ってください。

申込受付期間

　６月20日（月）９時～６月29日（水）

第１次試験　９月４日（日）

問い合わせ

　広島国税局総務部人事第二課試験研修係

　☎０８２-２２１-９２１１

　　　　税務職員採用試験

募集住宅

　市内の県営住宅のうち、新た

に空家が生じた住宅

受付期間　

　６月 14 日（火）～ 16 日（木）

　８時 30 分～ 17 時

受付場所　株式会社くれせん

  （東広島市西条中央三丁目）

　☎０８２- ４２４- ４８７７

※募集住宅及び申込方法など 

　については、６月７日（火）

　から配布する「申込みのしお

　り」（都市整備課住宅建築係

　備え付け）をご覧ください。

問い合わせ

　都市整備課住宅建築係

　☎２２-７７４９

　市が管理する公園における芝

の植付け、水やり、芝刈りなど

を行う市民ボランティア団体を

募集しています。

芝生化する公園

　北崎公園、新町公園、吉名第

２公園

募集団体　地域住民団体、企業、

　企業従業員団体

団体にお願いすること

①芝生の植え付け（６月頃）、

　施肥、水やり、芝刈り

②構成員名簿や活動報告書の提

　出、施設異常の報告等

③地元自治会との調整

市が団体に対して行う支援

①里親認定証の交付

②傷害保険の保険料負担

③芝生化に関する指導、助言

④芝苗、肥料の提供、芝刈り機、

　散水器具の貸与

⑤里親標示板の設置

申し込み・問い合わせ

　都市整備課都市計画係

　☎２２-７７４９

　　　　県営住宅入居者募集

　　　公園芝生化団体募集

　保険料の納め忘れがあると、

将来受け取る老齢基礎年金の額

が少なくなったり、受給できな

くなることがあります。また、

事故などにより障害を負った際

の障害年金や遺族年金について

も同様に受け取れなくなる可能

性があります。

　そのような事態を防ぐには、

口座振替がおすすめです。早割

や半年・１年前納など、割引の

あるお得な振替方法があります。

　口座振替をご希望の人は、納

付書または年金手帳（基礎年金

番号通知書）及び通帳・金融機

関届出印をお持ちのうえ、ご希

望の金融機関または年金事務所

へお申し込みください。

問い合わせ

　呉年金事務所　

　☎０８２３-２２-１６９１

　　　　国民年金保険料の

　　　　納付は口座振替で！
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食育だより
問い合わせ

保健センター　☎２２-７１５７

毎年６月は「食育月間」です。

れんらく板

　竹原市第２次食育推進行動計画では、20 歳以上の

「よく噛んで食べる」「味わって食べる」などの食べ方

に関心がある人の割合を、73.9％（平成 29 年度）か

ら 80％（令和９年度）にすることを目指しています。

そのため、乳幼児健診では「月齢に応じた噛み方」の

指導、こども園・学校等の給食では、「よく噛むメニュー

やレシピの紹介」、高齢者の方々には「お口の体操」

をおすすめしています。

家庭でできる食品ロス対策
【食品ロスとは？】

 まだ食べられるのに様々な理由で捨てられる食

品をこのように呼び、2019 年の統計（農林水産省）

では年間 570 万トンに上ります。

　一方で日本の食料自給率は 37％で、外国から

食料を輸入しながら、国民一人当たり年間 45 ㎏、

１日にするとおにぎり１個分程度のご飯を廃棄し

ている、ということになり、消費者の食品ロスを

減らす工夫が求められます。

【食品ロスを減らすための工夫】

①買うものをメモに書く

　買いすぎを防ぐために、メモを活用しましょう。

また空腹時の買い物も購入金額が増えるといわれ

ています。更に冷蔵庫の詰める量を７割程度にす

ると、中が良く見渡せ食べ忘れを防げるほか、電

気代の節約にもなります。

②「てまえどり」の実践を！

　買い物のとき、棚の手前にある商品や販売期限

の迫った商品を積極的に選ぶ購買行動です。

　手前に残った商品はほとんどが「事業系一般廃

棄物」として焼却されます。飲食店の食べ残しも

同様です。

　今日食べるものは「てまえどり」を心がけましょ

う。

③水の賞味期限は？

　ペットボトルのミネラルウォーターは長期間の

保管で水分が蒸発し内容量が欠けて販売できなく

なります。つまり水の賞味期限は飲めなくなる期

限ではなく、内容量を担保出来る期限です。賞味

期限が過ぎてもすぐに捨てないようにしましょう。

　おかしいな、困ったなと思ったら、消費生活相

談室（☎２２-６９６５）にご相談ください。

　噛むことは美味しく食べるだけでなく、言葉を発す

ることや消化吸収などにも影響を与え、生活の質の向

上を図るためには重要な役割を果たしています。

　また、咀嚼（噛みくだく）と嚥下（飲み込む）は、

足の裏が床面にしっかり着くこと、背筋が伸びている

ことなどの食べる姿勢に影響されます。特に高齢者の

方には、悪い姿勢での食事は誤嚥を招く危険な食べ方

です。

　正しい姿勢でよく噛んで食べる習慣を
　
身につけるように意識しましょう。

　今回は、噛むことの大切さについてお知らせします。
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れんらく板

とき
外科

（９時～
18 時）

内科・小児科
（９時～12時、
13 時～ 16 時）

６/19（日）安田病院

竹原市

休日診療所

６/26（日）馬場病院

７/３（日）馬場病院

７/10（日）安田病院

◆初期救急
　（発熱・軽いけが等に対応）

◆第２次救急
　（緊急手術や入院を要するようなけがや急病等に対応）

問い合わせ

　竹原市休日診療所　☎22-7157

　安田病院　☎ 22-6121

　馬場病院　☎ 22-2071

　県立安芸津病院 ☎ 45-0055

◆平日（午後６時～翌朝８時）

とき ところ

毎週月・木曜日 県立安芸津病院

毎週火・土曜日 安田病院

毎週水・金曜日 馬場病院

◆休日（午前８時～翌朝８時）

とき ところ

６/19（日） 安田病院

６/26（日） 馬場病院

７/３（日） 県立安芸津病院

７/10（日） 安田病院

※必ず事前に連絡して受診してください。

※竹原市休日診療所では院内処方を実施しています。

自衛官採用試験

　詳細はお問い合わせください。

問い合わせ

　自衛隊広島地方協力本部尾道出張所　☎０８４８-２２-６９４２

　自衛隊情報について

　詳しくはこちら

▼

募集項目 受験資格 受付期間（締切日必着） 試験日（※）

自 衛 官
候 補 生

男性
18 歳以上 33 歳未満の者（32 歳の者は、
採用予定月の末日現在、33 歳に達して
いない者）

～８/１（月）
７/４（月）、５（火）、

８/２（火）

女性 ７/１（金）～９/16（金）９/17（土）、19（月）

※いずれか１日

予防接種のお知らせ
適切な時期に接種をお勧めします
◆二種混合２期（破傷風・ジフテリア）予防接種

対象　11 歳から 12 歳まで

◆日本脳炎予防接種

対象　１期　標準的に３歳から７歳６か月　

　　　　　に至るまで

　　　２期　９歳から 12 歳まで

※平成 14 年６月生まれから平成 19 年４月  

　１日生まれの特例対象者で接種していない

　人は、19 歳までは無料で接種できます。

※転入等で、竹原市の予防接種券を持ってい

　ない人は、母子健康手帳を持って保健セン

　ターで発券手続きをしてください。

問い合わせ　保健センター　☎２２-７１５７

【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

★喀痰吸引研修受講者募集
　７月 29 日～ 11 月４日の金曜日（月に３

回程度、計 13 回）、特別擁護老人ホーム宗

越園で喀痰吸引研修を行います。受講料は

25,500 円（全講義と全演習免除者は 10,000

円）、申込期間は６月 15 日（水）～７月 15

日（金）です。講義内容等の詳細について

は、社会福祉法人宗越福祉会　西岡（☎２５

-１９００）へ

　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、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。

夜間開庁日時　６月９日（木）・23 日（木）・７月 14 日（木）　　17 時 15 分～ 19 時

休日開庁日時　６月 26 日（日）・７月 24 日（日）　９時～ 12 時

受付場所・問い合わせ　市民課市民係　☎２２-７７３４

「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
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６ 月
日 行　事 問い合わせ

16 木
♪ AKAGOのじかん　ねんねクラス（４回連続講座　初回）
時　13：30 ～ 15：00　場　ふれあい館ひろしま　対　マタニティさんから６か月

頃までの赤ちゃんとパパママ　※要予約

ふれあい館ひろしま
☎ 22-9100

17 金
18 土
19 日

20 月

★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　未就園児とその保護者、妊婦
※前の週の金曜日までに要申込（定員４組）

保健センター
☎ 22-7157

♪おでかけつくしんぼ～大乗・的場公園へ行ってみよう！～
時　10：00 ～ 12：00　場　ふれあい館ひろしま　費　1 人 50 円（保険代）　※要予約

ふれあい館ひろしま
☎ 22-9100

21 火
22 水 ★９～ 10 か月児健診

時　12：30～ 13：00受付　場　保健センター　対　令和３年８月～９月生（対象児には通知します）
保健センター
☎ 22-7157

23 木

24 金

♪こころすくすく～歯科衛生士さんが来てくれます～
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

★もぐかみ教室～離乳食・幼児食で気になっていることがありませんか～
時　9:35 ～ 9:50 受付　場　保健センター　対　４か月～２歳児と保護者　
内　離乳食・幼児食のすすめ方とポイント（調理実習・試食）
費　おとな 100 円　※６/22（火）までに要申込（定員あり）

保健センター
☎ 22-7157

25 土

★あかちゃん講座
時　① 9:10 ～ 10:10　② 10:40 ～ 11:40　③ 13:00 ～ 14:00　④ 14：30 ～ 15：30
場　保健センター　対　妊婦とその家族　内　育児に備えて／妊婦さんの栄養
持　母子健康手帳、筆記用具、お茶、バスタオル１枚
※参加は各時間帯で２組です。（午前は９時 10 分から、午後は 13 時から、申込順
　に予約を受付ます）※６/22（水）までに要申込（定員８組）

保健センター
☎ 22-7157

26 日

27 月

★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　未就園児とその保護者、妊婦
※前の週の金曜日までに要申込（定員４組）

保健センター
☎ 22-7157

♪防災講座～消防士さんが来てくれます。大雨の時の対応について考えてみよう～
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

28 火

★オンラインこどもの広場
時　10：00 ～ 10：30　対　生後３か月～８か月くらいまでのお子さんとご家族
内　歯磨きって、いつからするの？　講　歯科衛生士、保育士
※ 6/24（金）までに電話で要申込（定員３名）
※ zoom アプリをインストールしてください。Wi-Fi 環境下での利用をお勧めします。 保健センター

☎ 22-7157★オンラインこどもの広場
時　11：00 ～ 11：30　対　子どもの歯磨きに興味・関心のある人　
内　子どもの歯磨き　講　歯科衛生士
※ 6/24（金）までに電話で要申込（定員１名）
※ zoom アプリをインストールしてください。Wi-Fi 環境下での利用をお勧めします。

29 水
30 木

税金に関する休日及び夜間窓口
　申告受付及び市税納税相談のため、休日及び夜間窓口を開設します。収入申告が住んでいない場合

や、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。

◆休日納税相談窓口　６月 19 日（日）９時～ 12 時

◆夜間窓口　　　　　６月 20 日（月）　17 時 15 分～ 20 時

※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。

場所　税務課（市役所本庁舎１階）

今月の納期限　　６月 30 日（木）　◆市県民税（普通徴収）第１期分

口座振替の登録をされている方は、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
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れんらく板

実施種目（全学年・一般共通）

　100 ｍ、200 ｍ、400 ｍ、800 ｍ、2000 ｍ、

3000 ｍ、80 ｍハードル、走幅跳、ジャベリッ

クボール投、砲丸投、400 ｍリレー

申込期限　７月８日（金）

申し込み・問い合わせ

　文化生涯学習課　

　☎２２-２３２８

　竹原市陸上競技協会　事務局

　☎０９０-４８０５-４２１２（吉岡）

※県民スポーツ大会陸上競技は、10 月２日

　（日）庄原市で開催予定です。

開催日　７月 23 日（土）

場所　　ピースリーホームバンブー総合公園多目

　　　　的グラウンド

参加資格

　①竹原市民であること

　②競技者は健康であること

　③小学生の部、中学生の部、高校生の部、一般

　　の部（４月１日現在で 18 歳以上の人）

※ただし、県民スポーツ大会陸上競技の部に出場

　できるのは小学５・６年生のみです。

第 47回竹原市民体育大会

●陸上競技の部（広島県民スポーツ大会陸上競技の部予選会）

申込期限　

　６月 30 日（木）

申し込み・問い合わせ

　アキ事務機　　　　　　☎２２-５５５５

　梨和　弘　　　　　　　☎２６-０７４７

　ゴルフメイトスイープ　☎２２-３３３０

開催日　７月 18 日（月・祝）

場所　　竹原カントリークラブ

参加資格

　市内に在住又は市内の会社に勤務している人

実施種目　個人戦（男子・女子）

参加料　2,000 円（プレー代金は食事付 7,500 円）

●ゴルフの部（広島県民スポーツ大会ゴルフの部予選会）

お詫びと訂正

　広報たけはら５月号に誤りがありました。訂正してお詫びします。

  ２ページ　「歳だから」と「やりたいこと」をあきらめていませんか？

　明石 良江さんのふりがな（誤）　あかし よしえ　さん　（正）　あかいし よしえ　さん

　美しい瀬戸内海を次世代に残していくため、みんなの力で、的場海岸をきれいな海水浴場にしましょう。

日時　７月３日（日）　９時～ 10 時

場所　的場海水浴場から的場西海水浴場まで

申込期限　６月 22 日（水）

※この清掃は、「瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会」

　と瀬戸内沿岸の自治体の統一行動として行われます。

問い合わせ　港湾管理事務所　☎２２-０１７３

「的場海岸の大掃除」ボランティアを募集～リフレッシュ瀬戸内～

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。

問い合わせ

　都市整備課住宅建築係　

　☎２２-７７４９

詳しくはこちら▶
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７月
日 行　事 問い合わせ
1金
2土
3日 リフレッシュ瀬戸内（24 ページ参照）

4 月 ♪小麦粉粘土遊び
時　10：00 ～ 12：00　場　荘野地域交流センター

ミルクハウス
☎ 26-2845

5 火
★なかよし教室（親子食育教室）行事食「七夕」
時 10：00 ～ 12：00（9：50 ～ 9：55 受付）　場　保健センター　対　２～３歳児と保
護者　内　子どもと保護者が一緒に調理体験と七夕かざりづくり　費　大人 100 円
※ 7/1（金）までに要申込（定員４組）

保健センター
☎ 22-7157

6 水
7木

8金

♪フラワーリース作り
時　10：00 ～ 12：00　場　忠海地域交流センター

ミルクハウス
☎ 26-2845

♪タッチセラピー～赤ちゃんとの触れ合いを楽しみませんか？～
時　①ねんねちゃん　10:00 ～ 10:50　②あんよちゃん　11:00 ～ 11:50　

場　ふれあい館ひろしま　※要予約

ふれあい館ひろしま
☎ 22-9100

9 土

★卓球をしよう　パート１
時 10：30 ～ 12：00、13:30 ～ 15:30　場　児童館　対　小学１年生から中学３年生　
費　無料　※参加賞あり

児童館
☎ 22-0420

♪マタニティカフェ～助産師さんと一緒にお話しましょう～
時　10：30 ～ 11：30　場　ふれあい館ひろしま　※要申込、第一子マタニティさん優先

ふれあい館ひろしま
☎ 22-9100

10 日

11 月
★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　未就園児とその保護者、妊婦
※前の週の金曜日までに要申込（定員４組）

保健センター
☎ 22-7157

12 火
★こどもの広場
時　13：30 ～ 15：00　場　保健センター
対　乳幼児と保護者　内　身体測定・育児相談・栄養相談・母乳相談など ※要申込

保健センター
☎ 22-7157

13 水
★３歳児健診
時　12：20 ～ 13：00 受付　場　保健センター
対　平成 31 年２月～３月生（対象児には通知します）

保健センター
☎ 22-7157

14 木 ♪ボタン電車を作ろう！時　10：00 ～ 12：00　場　大乗地域交流センター
ミルクハウス
☎ 26-2845

15 金

平成 30年７月豪雨災害一般献花について
日時　７月６日（水）　９時～ 16 時　

場所　竹原市民館ロビー

※新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、開催方法を変更する可能性があります。市ホーム

　ページをご覧いただくか、担当課までお問い合わせください。

問い合わせ　危機管理課　☎２２-２２８３
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森林学習講座を開催します
　森のはたらきや、豊かな森とおいしい水のかかわりについて、｢太田川源流の森 ｣（廿日市市吉和）

で体験学習と散策を行います。

日時　７月～ 10 月の希望日

　　　（８月６日を除く平日）

対象　市内地域交流センター等で活動する 10 ～

　25 人のグループ

費用　無料 (昼食等は各自用意 )

行程　市内地域交流センター等から貸切バスで送迎

※パンフレットは、各地域交流センターに備え付

　けています。

申し込み・問い合わせ　

　太田川流域水源涵養推進協議会事務局

　☎０８２-５１１-６８０８


