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人のうごき
（住民基本台帳登録者数）

人口　２３，７９５人

男　　１１，３７１人

女　　１２，４２４人

　　　　１２，０８５世帯

１年前　２４，２５６人

５年前　２６，４２５人

－７月 31 日現在－

　国民の就業状況についての統

計調査を、全国一斉に実施しま

す。この調査は、雇用・経済政

策などに必要な調査ですので、

ご協力をお願いします。

調査期日　10 月１日（土）

調査対象　

　無作為に選ばれた市内約 105

世帯の 15 歳以上の人

調査方法　

　９月下旬から調査員が調査対

象の世帯を訪問し、調査票を配

付します。パソコンやスマート

フォンを使ってインターネット

で回答することも可能です。

その他　

　調査票の記入内容や、回答

データは厳重に保護されます。

問い合わせ

　総務課行政係

　☎２２-７７１９

　動物たちが最も活発に動き始

める夏から秋に向けて、鳥獣被

害対策の確認をしましょう。

電気柵について

　イノシシやシカが初めて見る

物のニオイを嗅ぐ習性を利用し

て、電気の通りやすい鼻に触れ

させて感電させる仕組みです。

しかし、最初に十分な通電がで

きないと、毛皮に覆われた身体

部分では電気が通りにくく、効

果が得られなくなります。

　また、電気柵に触れた際に、

脚が土の地面に付いていないと

感電しにくいため、アスファル

ト等の舗装面から 50 ㎝以上離

れた、土の地面に設置し、24 時

間通電をするのが有効的です。

問い合わせ　

　産業振興課農林水産振興係　

　☎２２-７７４５

　　　鳥獣被害対策

　　　について

　公共下水道排水設備指定工事

店の指定を受けるには、資格が

必要です。

日時　11 月 27 日（日）

　　　12 時 45 分～ 15 時

場所　広島市、福山市、三次市

受付期間

　９月９日（金）～10月３日（月）

申込方法

　所定の願書（下水道課に備え

付け）に必要事項を記入のうえ、

下水道課庶務係に提出してくだ

さい。

問い合わせ

　下水道課庶務係

　☎２２-７７５１

　　　下水道排水設備工事

　　　責任技術者試験

　　　応急手当講習

　　　定期開催

　広島中央エコパークフェア

2022 で開催する「くるま de 

フリマ」の出店者を募集します。

開催日　10 月 30 日（日）

        10時～16時（雨天中止）

開催地　広島中央エコパーク　

（東広島市西条町上三永 10759-2）

要件　満 18 歳以上で東広島市・ 

　竹原市・大崎上島町にお住ま

　い若しくはお勤めの人

定員　30 名

申込方法　10 月３日（月）か

　ら広島中央エコパーク管理棟

　１階受付に申込書を提出（先

　着順）。詳しくは

　組合ホームページ

　をご覧ください。

問い合わせ　

　広島中央環境衛生組合施設１課

　☎０８２-４２６-０９１６

　　　くるま　de フリマ

　　　出店者の募集

　　　就業構造基本調査に

　　　ご協力を
普通救命講習Ⅲ（３時間）

日時　10 月 13 日（木）　

　　　10 時～ 13 時※

※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

　ています。e- ラーニングは

　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、11 時～ 13 時に

　なります。

場所　竹原消防署

定員　20 人程度（先着順）

申込み　最寄り消防署・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。）

※新型コロナウイルス感染症等の

　感染状況により、講習を中止ま

　たは延期することがあります。

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

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―
13 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
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●ペットもあなたの家族です

　楽しく快適にペットと暮らす

ため、次の点に注意しましょう。

①ペットのフンは必ず持ち帰る

　など、飼い主の責任で処理し

　ましょう。

②首輪を必ず着け、名札を付け

　るなど飼い主が分かるように

　しましょう。

③飼い犬にはリードを必ず付け、

　放し飼いは絶対にやめまし

　ょう。

④動物は自分で繁殖をコントロ

　ールできません。避妊や去勢

　措置を行いましょう。疾病予

　防や発情期の心身ストレスの

　軽減効果もあり、鳴き声やケ

　ンカも少なくなります。

⑤ペットが病気になったり、高

　齢化した場合の介護にも責任

　を持ちましょう。

⑥ペットを捨てることは犯罪で

　す。ペットは飼い主を選べま

　せん。愛情と責任をもって飼

　いましょう。

●野良犬・野良猫等にエサをあ

　げるのは止めましょう

　野犬等にエサをあげたり、

ペットのエサの食べ残しを片付

けなかったりすると、野良犬・

野良猫等が集まり、地域に居つ

く場合があります。

　飼うつもりがないのに、安易

にえさをあげることは、野良

犬・野良猫を繁殖させることに

なり、かえって不幸な命を生む

ことにつながります。

　地域の安全と衛生環境を保ち

不幸な命を生まないためにご協

力ください。

問い合わせ

　市民課生活環境係

　☎２２-２２７９

●日常生活用具等給付

　電気式たん吸引器やストマ用

装具などの日常生活用具等の給

付を行っています。

対象

①身体障害者手帳の交付を受け

　ている重度身体障害児（者）

②療育手帳の交付を受けている

　重度知的障害児（者）

③精神障害者保健福祉手帳の交

　付を受けている重度精神障害

　児（者）

④難病患者等（対象疾患につい

　てはお問い合わせください。）

※障害等級や障害名など、その

　他の要件があります。

●補装具費等の支給

　車椅子、補聴器等の用具の購

入や修理をする際に、補装具費

の支給を行っています。

対象

①身体障害者手帳の交付を受け

　ている人

②難病患者等（対象疾患につい

　てはお問い合わせください。）

※種目によっては、身体障害者

　更生相談所の判定が必要です。

　また、18 歳未満の場合は、指

　定育成医療機関等の医師の意

　見書が必要です。

　　　日常生活用具等給付

　　　補装具費等支給

　広島司法書士会では、相続・

遺言に関する多様なお悩みを抱

えた方々の相談に無料で応じる

「相続・遺言に関する相談会」

を下記のとおり、実施します。

開催日　

　令和４年 10 月２日（日）

　　　　  11 月６日（日）

　     　 12 月４日（日）

　令和５年２月５日（日）

　　　　　３月５日（日）

時間　10 時～ 16 時

費用　無料

方法

【電話相談】　

　０８２-５１１-７１９６

【面談相談】※要予約

場所　

　広島司法書士会総合相談センター

（広島市中区上八丁堀６番69号）

問い合わせ・面談予約

　広島司法書士会

　☎０８２-２２１-５３４５

自己負担

　原則給付及び支給算出額の１

割負担

※低所得者には軽減措置あり

申請方法

　申請書（健康福祉課に備え付

け）に記入し、身体障害者手帳

または難病患者等であると確認

できるもの（特定医療費（指定

難病）受給者証など）を持参し

お申し込みください。

申し込み先・問い合わせ

　健康福祉課障害福祉係

　☎２２-７７４３

　　　9/20 ㈫～ 26 ㈪は

　　　動物愛護週間です

　　　相続 ・ 遺言に

　　　関する相談会

　「居宅介護支援事業所まとば」

と「居宅介護支援事業所ロータ

スインまとば」が統合され、事

務所が移転しました。

※地域包括支援センターのブラ

　ンチである「在宅介護支援セ

　ンターせとうち」についても

　移転となりました。

移転先　

　竹原駅前　旧シオタ時計店

移転日　

　令和４年９月１日

問い合わせ

　健康福祉課介護福祉係

　☎２２-７７４３

　　　居宅介護支援事業所等

　　　の移転について

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。
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　看板や広告塔などの屋外広告

物を表示・設置するときは、広告

物の大きさによって市の許可が必

要となります。許可を受けずに屋

外広告物を設置していると、違反

広告物となり、撤去されることも

ありますので申請していない場合

は、速やかに申請してください。

申請方法や手数料等、詳しくはお

問い合わせください。

手数料　

　広告の種類・面積に応じた金額

許可期間　１年以内

※期間満了後も引き続き掲示する

　場合は、再度申請してください。

※設置場所や広告物の種類・大

　きさなどによっては、許可で

　きない場合もあります。

※申請用紙は、市のホームページから

　ダウンロードすることもできます。

問い合わせ

　都市整備課都市計画係

　☎２２-７７４９

　結核は今でも新しい患者が発

生し、命を落としている重大な

感染症です。

　一般的な結核の症状は、２週

間以上続く咳や痰です。特にお

年寄りは倦怠感が続いたり、急

に痩せて体調を崩したりした場

合も結核の可能性があります。

　結核は、今は効果的な治療薬

があり、服薬を確実に行えば治

る病気で、早期発見・早期治療

が大切です。

　年に１度は健診を受け、咳や

痰が続くようなら、早めに受診

しましょう。

問い合わせ

　保健センター

　☎２２-７１５７

　　　9/24 ㈯～ 30 ㈮は

　　　結核予防週間です

広島県スローガン

「ゆるさない

　　ハンドル・スマホの

　　　　　　　　　　二刀流」

　高齢者が関係する交通事故が

多発しています。思いやりのあ

る運転を心がけましょう。

運動の重点について

①子供と高齢者を始めとする歩

　行者の安全確保

②夕暮れ時と夜間の歩行者事故

　等の防止及び飲酒運転の根絶

③自転車の交通ルール遵守の徹底

９月 30 日（金）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

　農地中間管理事業は平成 26

年から始まった農地の貸し借り

を行う事業です。

　農地中間管理機構が農地の貸

付を希望される「農地の出し手」

と、農業経営の規模拡大を考え

ている「農地の受け手」をつな

ぐ役割を行います。

　事業の申し込み受付は随時

行っています。農地の貸し借り

を希望される人はご活用くださ

い。

※申し込み可能な農地には一定

　の要件があります。

問い合わせ

　産業振興課農林水産振興係

　☎２２-７７４５

　　　農地中間管理事業

　　　を活用しませんか

　　　屋外広告物

　　　について

●国民年金収納業務を民間委託

　しています　

　日本年金機構では、国民年金

保険料を納め忘れている人に対

して電話や文書、戸別訪問によ

る納付のご案内を民間事業者に

委託しています。なお、委託事

業者の訪問員が現金をお預かり

することはありません。

　また、民間事業者の担当者が

手数料を要求すること、金融機

関やコンビニエンスストアにお

いてＡＴＭ操作をお願いするこ

と、基礎年金番号通知書や年金

手帳、年金証書、通帳やキャッ

シュカードなどをお預かりする

こともありません。

【竹原市管内の民間委託業者】

株式会社バックスグループ

問い合わせ

　呉年金事務所

　☎０８２３-２２-１６９１

　　　国民年金に関する

　　　詐欺にご注意

　　　家屋を新築 ・ 増築

　　　した人へのお知らせ

　令和４年１月２日から令和５

年１月１日の間に家屋を新築・

増築した場合、令和５年度から

固定資産税が課税されます。税

務課職員（固定資産評価補助

員証を提示します。）が、評価

額算出のため調査に伺いますの

で、都合のよい日時（土・日・

祝日を除く）がありましたら、

事前にご連絡ください。

　また、家屋を取り壊された場

合や、土地・家屋の利用状況に

変更があった場合、法務局の建

物登記簿に登記されていない家

屋を所有権移転した場合には、

その旨を届け出てください。

問い合わせ

　税務課資産税係

　☎２２-７７３２

　　　9/21 ㈬～ 30 ㈮は

　　　秋の全国交通安全運動
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問い合わせ　一般社団法人　猫の手（受託業者）　☎０８０-８８３１-０８８８

　　　　　　市民課生活環境係　☎２２-２２７９

◆９月 19 日（月・祝）が収集日の地域

　もやせる物　　　→収集します

　リサイクルする物→収集します

家庭ごみの収集について
●不法投棄は犯罪です！

　決められた場所・方法以外で捨てられたごみに関

する相談・苦情が多数寄せられています。市では、

市内各地に監視カメラを設置するなど、不法投棄防

止に向けて対応の強化を図っています。

　不法投棄は多くの人々に迷惑をかけ、生活環境を

悪化させる犯罪であることを認識し、ゴミの適正処

分につとめましょう。

　お住まいの地域には注意を払い、不法投棄に関す

る情報提供にご協力ください。

◆９月 23 日（金・祝）が収集日の地域

　もやせる物　　　→収集します

◆ 10 月 10 日（月・祝）が収集日の地域

　もやせる物　　　→収集します

竹原市ふれあい収集を開始します

対象者

　①要支援，または要介護の認定を受けている人

　②身体障害者手帳の交付を受けている人で、以下に該当する人

    ・視覚障害１級，２級　・体幹障害１級，２級，３級　・下肢障害１級，２級，３級

    ・上肢障害１級，２級　・上肢機能障害１級，２級　　・移動機能障害１級，２級，３級

　③療育手帳Ⓐ又はＡの交付を受けている人

　④精神障害者福祉保健手帳１級の交付を受けている人

　⑤その他，特別の事情により市長が必要と認めた人

　竹原市は 10 月から障害者や高齢者等、自力でごみの搬出が困難な方を対象に、ごみの戸別収集（竹

原市ふれあい収集）を始めます。対象の要件に該当する場合は、申請手続きをお願いします。

※申請内容を審査した上で利用の可否を決定します。詳細についてはお問い合わせ下さい。

ごみの減量を進めよう～ビン類・缶類のリサイクルの推進～
ビン類 ●ガラスのビンは、大きく分けて２つの分類でリサイクルされます。

ガラスビンをリサイクルすると、ケイ砂や石灰石、ソーダ灰といったガラスビンの主原料となる天然資

源を節約できます。また、ガラスを溶融させる際のエネルギー量も削減することができます。

カン類 ●スチール缶とアルミ缶があり、それぞれリサイクルされています。

リターナブルビン
　洗浄・殺菌をしてそのまま再利用するガラスビン。ガラスが欠けたり割れた
りしない限り繰り返し使うことができます。

（例）ビールビン、一升ビン等

ワンウェイビン
　一度しか使われないビン。ビンを色別に分け、洗浄した後、細かく砕いてガラス原
料の他、アスファルトや建築用断熱材、歩道にあるタイル等幅広く活用されています。

（例）調味料、栄養ドリンク等のビン

　スチール缶

　スチール缶、自動車、家電、鉄道、船舶の材料や、ビルや橋梁といった建築
資材等「何にでも」「何度でも」リサイクルできます。
　スチール缶のリサイクルは、鉄鉱石から新しく鉄を作る場合に比べ、70％の
エネルギーを削除できます。

　アルミ缶

　アルミ缶にリサイクルされたり、自動車部品等にも利用されています。回収
されたアルミ缶から再生地金を作るエネルギーは、ボーキサイトという鉱石か
ら地金を作るときのエネルギーのわずか３％で済むため、エネルギ－節約効果
が非常に高い特徴があり、「リサイクルの王様」と言われています。
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【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

★かぐやこども食堂９月の開催情報
　かぐやこども食堂を次のとおり開催します。９月は厚生労働省による子ども支援・応援のための助成を

受け、子ども達に食材のプレゼントを行っています。参加費は子ども（高校生まで）無料で大人 300 円です。

　保護者だけでなく、おじいちゃんおばあちゃんもぜひ食べに来てください。電話またはショートメール

で参加予約をお願いします。予約・詳細については、かぐやこども食堂代表 中川（☎ 080-1645-8651）へ

・市民館調理室　  　　　17、24 日（土）11 時 30 分～ 14 時　昼食・おみやげ

　　　　　　　　　　  　※一緒に調理したい人は９時 30 分～、エプロン・バンダナ・お茶持参

・長浜会館　　　　　　　12、26 日（月）17 時～ 18 時 30 分　夕食・おみやげ

・吉名地域交流センター　８、22 日（木）17 時～ 18 時 30 分　夕食・おみやげ

・東野めだか文庫　　　　20 日（火）17 時～ 18 時 30 分　夕食・おみやげ

・忠海地域交流センター　14 日 ( 水 )17 時～ 18 時 30 分　おみやげのみ

・荘野地区（場所未定）　 ７、21、28 日（水）17 時～ 18 時 30 分　食事（21、28 日どちらか）・おみやげ

★フリーマーケット出店者募集
　10 月 29 日（土）10 時～ 12 時、大乗地域交流センターで開催するフリーマーケットの出店者を募集（無

料・要申込）します。着られなくなった子ども服、おもちゃ、手作りの物などを出店してみてはいかが

ですか。たくさんの方のご来場もお待ちしております。

　詳しくは、地域子育て支援センター「ミルクハウス」（☎ 0846-23-2165）へ。

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　随時（先着順。予算に達した場合は、早期に受付を終了することがあります。）

問い合わせ　都市整備課住宅建築係　☎２２-７７４９
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９月
日 行　事 問い合わせ

16 金
17 土♪敬老の日プレゼント作り

時　10:00 ～ 12:00　場　長浜会館　※要申込

ミルクハウス
☎ 23-2165

18 日
19 月
20 火♪おはなし会～地域の読み語りボランティアが来てくれます～

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

21 水
★３歳児健診
時　12：20 ～ 13：00　場　保健センター　
対　平成 31 年４月～令和元年５月生（対象児には通知します）

保健センター
☎ 22-7157

22 木
23 金
24 土
25 日

26 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

27 火

★歯っぴー健診
時　12：45 ～ 13：15　場　保健センター　
対　令和２年４月～令和２年５月生（対象児には通知します）

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　妊婦さんから１歳くらいまでのお子さんとご家族　
内　あかちゃんお絵本やおもちゃは、どうやって選べばいいの？　講　保育士
※９/22（木）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。

保健センター
☎ 22-7157

28 水

♪ふれあいマルシェ～リサイクル品のおもちゃや洋服、ハンドメイド作家や地域
のお店の出店もあります～
時　10:00 ～ 15:00　場　ふれあい館ひろしまの駐車場　※要予約

ふれあい館ひろしま
☎ 22-9100

★４～５か月児健診
時　12：30～ 13：00　場　保健センター　対　令和４年４月～５月生（対象児には通知します）

保健センター
☎ 22-7157

29 木

30 金

♪にこにこバースデー～うまれてきてくれてありがとう～
時　10:00 ～ 12:00　場　ふれあい館ひろしま　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？※要予約

ふれあい館ひろしま
☎ 22-9100

♪ベビーマッサージ
時　10:30 ～ 12:00　場　大乗地域交流センター　持　バスタオル、水分補給できるもの
※要申込

ミルクハウス
☎ 23-2165
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　これから創業を目指す人、創業後間もない人を対象とした創業セミナーを開催します。

日時　10 月１日（土）・２日（日）・８日（土） 

　　　10 時～ 17 時（開場９時 30 分）

場所　竹原商工会議所　大会議室

講師　西
にしはら

原　裕
ゆたか

さん（中小企業診断士）ほか

内容　創業に必要な基礎知識や創業者向けの各種補助制度を

　　　学びます。

定員　20 人（先着順）

対象　１年以内に創業を目指す人・創業後１年以内の人

申込期限　９月 28 日（水）

受講特典

　本セミナーを受けた人は、創業支

援機関の他の創業支援事業と合わせ

ることにより、登録免許税の軽減措

置などの特例を受けることができま

す。詳しくは、市ホームページをご

覧ください。

「たけはら創業塾」を開催します

問い合わせ　竹原商工会議所中小企業振興課　　☎２２-２４２４
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とき
外科

（９時～
18 時）

内科・小児科
（９時～12時、
13 時～ 16 時）

9/18（日）安田病院

竹原市休日

診療所

9/19（月・祝）馬場病院

9/23（金・祝）安田病院

9/25（日）安田病院

10/２（日）馬場病院

10/９（日）馬場病院

10/10（月・祝） 安田病院

◆初期救急
　（発熱・軽いけが等に対応）

◆休日（午前８時～翌朝８時）

とき ところ

9/18（日） 安田病院

9/19（月） 馬場病院

9/23（金・祝） 県立安芸津病院

9/25（日） 安田病院

10/ ２（日） 馬場病院

10/ ９（日） 県立安芸津病院

10/10（月・祝） 安田病院

◆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）

◆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

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
※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。

募集種目 受験資格
受付期間

（締切日必着）

試験日

（いずれか１日を指定）

自衛官候補生
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 )

９/28（水）

～ 10/19（水）
10/20（木）、10/21（金）

自衛官採用試験

問い合わせ

自衛隊広島地方協力本部　尾道出張所　　　　　　◀自衛隊情報について詳しくはこちら

☎０８４８-２２-６９４２

　

　令和５年４月の小学校入学に備え、新１年生

になるお子さんの健康診断を行います。令和４

年９月１日現在、竹原市内に住民登録をされて

いる保護者には、９月下旬頃に通知書を送付し

ます。届かない場合は、お問い合わせください。

対象者

　平成 28 年４月２日から平成 29 年４月１日生

まれのお子さん

受付日時

　10 月 19 日（水）～ 21 日（金）12 時 40 分～受付

場所　竹原市民館

月 日 小学校区
日程

受付及び
視力検査

診察
聴力
検査

10/19（水）
竹原小
中通小
吉名学園

12：40

～

13：00

13：00

～

13：45

診察が
終わり
次第

10/20（木） 竹原西小

10/21（金）

大乗小
　東野小　
荘野小
仁賀小
忠海学園

就学時（ 新小学１年生）健康診断

就学援助（新入学学用品費）入学前支給のお知らせ
　令和５年４月に市内小学校および義務教育学校に入学予定のお子さんの保護者に、新入学に必要な経費

（新入学学用品費）を入学前に支給します。

対象者　市内小学校および義務教育学校へ入学を予定し

　ているお子さんの保護者で、就学援助の要件を満たす人

※次に該当する場合は、入学前支給の対象とはな

　りません。

●入学前に市外へ転出する場合

●令和５年４月に竹原市内の小学校に入学しない場合

申請方法

　就学時健康診断の際に配付する申請書に記入押

印のうえ、必要書類を添付して総務学事課へ提出

してください。

申請期限　

　11 月 30 日（水）

問い合わせ　総務学事課学事係　☎２２-２３２９
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１０月
日 行　事 問い合わせ

１土 ♪ AKAGOのじかん　はいはいクラス（４回連続講座　初回）　※要予約
ふれあい館ひろしま

☎ 22-9100

２日 ★令和４年度竹原市ふくし健康まつり
時 9：30 ～ 14：30　場　保健センター

保健センター
☎ 22-7157

３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

４火
５水
６木 ♪こころすくすく～臨床心理士さんが来てくれます～　※要予約 ふれあい館ひろしま

☎ 22-9100

７金 ♪ AKAGOのじかん　ねんねクラス（４回連続講座　初回）　※要予約
ふれあい館ひろしま

☎ 22-9100

８土
９日
10 月

11 火

★こどもの広場
時　10：00 ～ 11：30　場　保健センター 対　乳幼児と保護者　
内　身体計測・育児相談・栄養相談・母乳相談など　※要予約

保健センター
☎ 22-7157

♪おでかけつくしんぼ～いもほり♪さつまいもほりにでかけよう！～
時　10:30 ～ 11:30　場　ふれあい農園　費　１人 50 円（保険代）　※要予約

ふれあい館ひろしま
☎ 22-9100

12 水★１歳６か月児健診
時　12：20 ～ 13：00　場　保健センター　対　令和３年２月～３月生（対象児には通知します）

保健センター
☎ 22-7157

13 木♪ハロウィン飾り作り
時　10:00 ～ 12:00　場　大乗地域交流センター　※要申込

ミルクハウス
☎ 23-2165

14 金
♪ハロウィンフォト
時　10:00 ～ 12:00　場　忠海地域交流センター　※要申込

ミルクハウス
☎ 23-2165

♪タッチセラピー～お～ちゃるさんが来てくれます。赤ちゃんとのふれあいを楽しみませんか？～
時　10:00 ～ 12:00　場　ふれあい館ひろしま　内　詳細はお問い合わせください※要予約

ふれあい館ひろしま
☎ 22-9100

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

児童館
☎ 22-0420
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令和４年度たけはら男女共同参画社会づくり講座　受講生募集！
　男女共同参画社会の実現を目指して、男女が共に社会参画能力を身につけ、あらゆる生活領域にお

いて自立していくために学習してみませんか。

テ－マ　～ともに輝く あした創り パート 19 ～

募集人数　25 人（先着順）

場所　第１回　人権センター１階会議室

　　　第２回　大和ミュージアム入口に集合・解散

　　　第３回　市民館２階第２・３会議室

受講料　無料（交通費、昼食代、観覧料等自己負担）

▼学習プログラム

日程 時間 学習テーマ 講師等

第１回
10月 16日（日）

13：30
 ～ 15：00

○講座
「体験しよう！避難所運営ゲーム Hug( ハグ )
～避難所でどんな事が予測されるのか～」

広島県自主防災アドバイザー・
三原市防災士ネットワーク会長 

竹原 茂 さん

第２回
10月 30日（日）

10：30
 ～ 14：30

○フィールドワーク
「大和ミュージアムを巡る！～戦争と平
和を考える～」

実行委員が案内します

第３回
11月 16日（水）

13：30
 ～ 15：00

○講座
「心のもやもやをどうしたらいい？　　
　～楽しく過ごしたいあなたに～」

エスポワール（東広島市男女共同参
画推進室）活動推進員

内山 和美 さん

※都合によりプログラムの内容などを一部変更する場合があります。

申込方法　電話、FAX、窓口（必要事項：氏名、住所、

　電話番号、希望講座）または市ホームページの

　専用フォームでお申し込みください。

申込期限　10 月 11 日（火）

申し込み・問い合わせ

　地域づくり課人権男女共同参画係

　☎２２-７７３６　FAX ２２-００１０

※全講座を受講できなくても参加可能です。


