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木材利用センター

ボートレース宮島の収益金は、廿日市市のまちづくりに役立てられています

ぼとゲー。詳細・	
エントリー▶

教室名 と　き 対　象　 内　容 定　員

けん玉教室
5月 8日㈰、
２２日㈰
10:00~1２:00

誰でも
けん玉先生の指導で、けん玉の技・
遊びを基本から学びます。
けん玉も無料で貸し出しています。

各回３0人

ハザイで
つくろう

5月1４日㈯、
２8日㈯
10:00~1２:00

園児～小学生 ハザイ（端材）で木工体験ができ
ます。 各回10人

DIY教室
5月18日㈬、
２5日㈬
10:00~1３:00

大人 用意された木材で好きなものを作
製します。

各回 5人
程度

※園児は保護者が同伴してください

ところ	 木材港北 5－９5
参加費	 DIY 教室　２，000 円～
	 けん玉教室　３00 円
	 ハザイでつくろう　３00 円
申	込方法	 木材利用センターまで
電話緯荏２３９３ で。
※	教室情報は市ホームページにも
掲載しています

◀	市ホームペー
ジ木材利用セ
ンター

春の草花と樹木の観察会
　植物が芽吹き、昆虫なども
冬眠から目覚め、活発に活動
する時期となりました。自然
の営みを観察し、自然の大切
さを実感してみませんか。
と　き
5 月 8 日㈰ 10:00～1２:00

ところ
おおの自然観察の森自然観察
センター周辺

講　師
広島県森林インストラクター
田
た

淵
ぶち

　三
み

紀
き

子
こ

問い合わせ	緯駅３000

おおの自然
観察の森

第 ３回干潟の観察会
　嚴島神社・水族館沖の干潟でカニやエビ、貝などの観察をとおして干潟
の役割を学びましょう。
と　き　 5月２8日㈯1３:00～15:50（小雨決行、荒天中止）　
対　象　小学生以上の親子または家族（小学生は保護者同伴）
定　員　1２人（ ６組）
参加費　1人３00円（別途入館料が必要です）
申	込方法　宮島水族館公式ホームページの専用応募フォームまたは往復
はがきから。
申込締切　 5月18日㈬（必着）

宮島水族館
ホームページ

図書館

５ 月のおはなし会 と　き ところ 対　象
小さい子のための
おはなし会

６日㈮、２0日㈮
陰10:３0～、隠11:00～ はつかいち市民図書館 乳幼児

おはなし会

1４日㈯、２8日㈯11:00～ はつかいち市民図書館

幼児～小学校低学年1４日㈯10:３0～ さいき図書館

２8日㈯1４:00～ 大野図書館

ストーリーテリング ２1日㈯11:00～ はつかいち市民図書館 5歳～大人

	◀	休館日の
確認はこ
ちら

５ 月の休館日
問い合わせ
はつかいち市民図書館
緯欝0３３３
さいき図書館
緯演1011
大野図書館
緯益11２0

消費生活の相談

	暮らしの相談 　○予は予約が必要です。○予がついていない場合は、直接会場に来てください。
　○電は電話での相談もできますので、活用してください。

【相談窓口】
消費生活センター
問い合わせ　
緯雲18４1
と　き　月～金曜日
　（祝・休日を除く）
　 ９ :00~1２:00、
　1３:00~1６:00
ところ　市役所
　消費生活センター
　（生活環境課内）

商品やサービスなどでの困
りごとは、消費生活セン
ターに相談してください。

相　談 と　き ところ 問い合わせ・予約先・備考

市民相談○電 月・火・金曜日 ９ :３0~1４:３0 市役所 ２階市民相談室 生活環境課緯運９1４７
※相談の受け付けは1４:00まで

弁護士相談○予 11日㈬、1９日㈭、
２5日㈬ 1３:３0~1６:３0 市役所 ２階市民相談室 生活環境課緯運９1４７　相談は３0分以内

予約開始　６日㈮ 8 :３0 ～電話で。

行政書士相談
相続・遺言、離婚、成年後見、
空き家など

18日㈬ 1３:３0~1６:３0 市役所 1階101会議室

生活環境課緯運９1４７

６ 日㈮、 ２７日㈮ 1３:３0~1６:３0 市民活動センター ２階
1２日㈭ 1３:３0~1６:３0 佐伯支所第 ２会議室
11日㈬ 1３:３0~1６:３0 大野支所３01研修室
1３日㈮ 1３:３0~1６:３0 大野東市民センター

相続・後見相談 8 日㈰ 1３:３0~1６:３0 山崎本社	みんなのあいプラザ
労働・年金制度相談 1２日㈭ 1３:３0~1６:３0 市役所 ２階市民相談室
行政相談
国や独立行政法人への意見、担
当の行政機関が不明な相談など

２６日㈭ 1３:３0~1６:00 市役所 ２階市民相談室 生活環境課緯運９1４７　担当:河崎委員
18日㈬ 1３:３0~1６:00 大野支所３01研修室 生活環境課緯運９1４７　担当:浅野委員

税理士税務相談○予 ６ 月 1 日㈬ 1３:00~1６:00 市役所 ２階市民相談室 課税課緯運９11３　※次回 ７月 ６日㈬
生活困窮相談○予
生活や仕事などの相談 月～金曜日 ９ :00~1７:00 山崎本社	みんなのあいプラザ はつかいち生活支援センター緯欝４080

心配ごと相談○電
日常生活上の悩みごとや、対人
関係のもつれ、困りごとなど

火 ・金曜日
※	３ 日㈷は ２ 日㈪
に変更

1３:00~1６:00

山崎本社	みんなのあいプラザ 廿日市市社会福祉協議会廿日市事務局
（山崎本社	みんなのあいプラザ内）
緯欝0２９４・姉欝1６1６
同佐伯事務所（佐伯社会福祉センター内）
緯演08６8・姉演1005
同吉和事務所（吉和福祉センター内）
緯猿２88３・姉猿２51４
同大野事務所（大野支所 ３階）
緯駅３２９４・姉駅３２７5
同宮島事務所（宮島福祉センター内）
緯瑛２７85・姉瑛２６６1
※	各事務所では、ボランティア相談、
福祉総合相談も随時行っています

水曜日 佐伯社会福祉センター
第 ２ ・ ４月曜日 吉和福祉センター
第 ２ ・ ３木曜日 大野支所 ３階
２６日㈭ 大野東市民センター
第 1 ・ ３月曜日 宮島福祉センター

認知症介護相談 10日㈫ 1３:３0~15:３0 地御前市民センター
認知症介護相談○電 ２４日㈫ 1３:00~1６:00 大野支所 ３階
司法書士法律相談○予 1２日㈭ 1３:00~1６:00 佐伯社会福祉センター
障がいに関する
総合相談○電 月～金曜日 ９ :00~1７:00 山崎本社	みんなのあいプラザ 障がい福祉相談センターきらりあ

緯欝0２２４・姉欝0２２5
※ ３ 日㈷～ 5 日㈷を除く

　借主が賃貸住宅を退去する際に、ハウスク
リーニングやクロス張り替えなどの原状回復費
用として敷金が返金されない、敷金を上回る金
額を請求されたという相談が寄せられています。
　一般的に、敷金は借主の不注意による破損な
どがない場合は返還されます。賃貸物件を退去
するとき、納得できない費用を請求された場合
には、国土交通省が定めている「原状回復をめ
ぐるトラブルとガイドライン」を参考に、貸主
と費用負担に関して話し合いましょう。また、
賃貸物件の退去時はできる限り貸主側と一緒に
部屋の状態を確認しましょう。その際、確認し
た内容をメモしたり、修繕が必要と思われる箇
所の写真を撮ったりして、証拠となる記録を残
しておくことが大切です。
（広島県環境県民局消費生活課発行「くらしのフレッシュ便」）

子育てに関する相談

子育てで困っていること、悩
んでいることなど、各支援セ
ンターで相談を受けています。

◀	市ホームページ
子育て支援セン
ター

家庭での子どもの養育・親子
関係・虐待など

●子育て応援室　緯運９1２９
　月～金曜日 8 :３0~1７:15
●	児童相談所全国共通ダイヤル　
緯18９（いちはやく）

家庭児童相談

敷金返還に関するトラブル

消費者ホットライン188
イメージキャラクター

イヤヤン

×eスポーツ	“ぼとゲー。” と　き　5月 ７日㈯、8日㈰、1４ 日㈯、15 日㈰
ところ　ボートレース宮島イベントホール
対　象　小学校 ３年生以上
定　員　各日 50 人（先着順）
申込方法　専用サイトから

５月

　eスポーツとはコンピュータゲームをスポーツ競技として
捉えた名称で、参加者は対戦形式でゲームに参加できます。
ぼとゲー。実行委員会 (緯08２-２２1-７11６)

1 日㈰～ ３日㈷　第 51 回サンケイスポーツ若葉賞　1４ 日㈯～ 1９ 日㈭　第 1６ 回日本トーター賞
６日㈮～11日㈬　第２９回日本財団会長杯　　　　２４日㈫～２９日㈰　SG第４９回ボートレースオールスター

宮島ボートレース企業団緯悦11２２

往復はがきの記載方法
　「第 ３回干潟の観察会　参加希望」、代表者
の住所、氏名、電話番号、ファクス番号また
はメールアドレス、参加希望者全員の氏名（ふ
りがな）、年齢を記入し、次へ。
〒７３９―05３４　宮島町10の ３
宮島水族館「第 ３回干潟の観察会」参加者募
集係
※応募は 1組につき 1通

問い合わせ緯瑛２010

施設の催し情報




