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为地震做好准备 为自家做好检查和安全对策
地震随时都有可能发生。尽可能的缩小灾害，必须在日常
生活中做好准备。
<<检查要点>>
●家里房屋是否具有耐震性
●砖墙的构造是否安全
●墙的高处是否放有花盆等不安定的东西
●热水器或煤气罐是否固定好
●屋子内的家具或架子等是否固定
●窗户玻璃是否做好破碎后的飞散防止
▼咨询处 建筑指导课 0823-25-3513

地震に備えましょう わが家の点検と安全対策
地震はいつ発生するかわかりません。被害を最小限にくい
止めるためには，日頃の備えが必要です。
<<チェックポイント>>
●家屋の耐震性がある
●ブロック塀の構造は安全
●塀の上部など高所に植木鉢などの不安定なものはない
●給湯器やガスボンベは固定されている
●室内の家具や戸棚は固定されている
●窓ガラスの飛散防止対策をしている
▼問合先 建築指導課 0823-25-3513

请办理儿童补助手续
为已确定办理儿童补助的人寄送「申请表」
，这期间请本
人直接到受理处办理手续。
▼时间 截至到8月31日(星期五)止
※受平成30年7月豪雨的影响，在期限内无法提出申请的请
进 行 咨 询 。 8/18( 星 期 六 )9:00 ～ 12:00 ， 8/22( 星 期
三)17:15～19:00 育儿支援课的窗口延长接待时间
▼地点 育儿支援课(市役所2层)或各市民中心
现在还未被确定，但可能成为对象的人，如申请，申请一
个月后将可领取，请尽早申请。公众年金等的数额低于儿童
补助时将付给差额，请进行咨询。
▼对象 符合以下条件的儿童父母，或抚养人(所得收入有
限制)。
▼符合条件的儿童为 ●父母离异的 ●父亲或母亲死亡
的 ●父亲或母亲有一定残疾的 ●父亲或母亲生死未明
的 ●被父亲或母亲遗弃一年以上的 ●父亲或母亲接受
裁判所家庭暴力保护令的 ●另外母亲服刑一年以上的
●非婚生子(女)的。
▼咨询处 育儿支援课 0823-25-3173

児童扶養手当の手続き
児童扶養手当認定中の人へ「現況届」を送付しています。期
間内に本人が直接受付場所で手続きをしてください。
▼期間 8 月 31 日(金)まで
※平成 30 年 7 月豪雨の影響で、期間までに提出できない場
合は相談してください。8/18(土)9:00～12:00，8/22(水)17:15～
19:00 は子育て支援課のみ窓口受付時間を延長します。
▼場所 子育て支援課(市役所 2 階)または各市民センター
現在認定を受けていない人で対象となる場合は，申請の翌
月から支給されますので,早めに申請してください。公的年金
などの額が児童扶養手当額より低い場合は，その差額が受給
できますので相談してください。
▼対象 次のいずれかにあてはまる児童の父か母，または養
育している人(所得制限があります)
▼対象となる児童 ●父母が離婚 ●父または母が死亡 ●
父または母が一定の障害の状態にある ●父または母の生死
が明らかでない ●父または母が１年以上遺棄している ●父
または母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けている ●父また
は母が法令により１年以上拘禁されている ●婚姻によらない
で出生
▼問合先 子育て支援課 0823-25-3173

9 月末将结束风疹抗体检查・预防接种费用补贴
对希望怀孕的人，及其同居家庭成员进行风疹抗体检查・
预防接种的费用补贴将结束。
希望接受的人请于 9 月 30 日(星期日)前接受检查・接种。
详细情况请进行咨询。
▼咨询处 保健总务课 0823-25-3525

風しん抗体検査・予防接種の費用の助成が9月末で終了しま
す
妊娠を希望する人と，その同居家族を対象とした風しん抗体
検査・予防接種費用の助成が終了します。
希望する人は9月30日(日)までに検査・接種を受けましょう。
詳しくは問い合わせてください。
▼問合先 保健総務課 0823-25-3525

10 月开始 产妇健康检查费用补贴
发给产后 2 周至 1 个月的产妇健康检查辅助券
可在县内的委托医疗机关等使用，在县外医疗机关接受
检查的，自费接受检查支付的费用也有一部分补助，详细请
进行咨询。
▼对象 平成 30 年 10 月 1 日以后出产的产妇

10月からスタート 産婦健康診査費用の助成
産後2週間と1カ月の産婦健康診査補助券を交付します。
県内の委託医療機関などで利用でき，県外の医療機関で受
診した場合も自費で支払った費用の全額または一部を助成す
る制度があります。詳しくは問い合わせてください。
▼対象 平成30年10月1日以降に出産した産婦

▼上限 1 回 5 千日元
▼咨询处 育儿一代包括支援中心 えがお
0823-25-3597

▼上限額 1回5千円
▼問合先 子育て世代包括支援センター えがお
0823-25-3597

请接受结核病检查
▼对象 没有接受结核检查的 65 岁以上的人(接受过肺癌
检查的人不需要检查)。
●西保健中心:9 月 3 日，10 月 1 日，11 月 5 日的星期一
●东保健中心(广市民中心 2 层):9 月 25 日，10 月 23 日，
11 月 27 日的星期二
时间均为 13:00～15:00 免费。不需预约。
▼咨询处 保健总务课 0823-25-3525

受けましょう 結核検診
▼対象 結核検診を受診していない 65 歳以上(肺がん検診を
受けた人は必要ありません)
●西保健センター：9 月 3 日，10 月 1 日，11 月 5 日の月曜日
●東保健センター（広市民センター2 階）：9 月 25 日，10 月 23
日，11 月 27 日の火曜日
※いずれも 13:00～15:00 無料。事前申し込み不要。
▼問合先 保健総務課 0823-25-3525
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文化会馆开馆 30 周年纪念
防灾节 胜丸恭子女士演讲会及避难训练音乐会
演讲会和音乐会中间进行避难训练
▼时间 9 月 12 日(星期三)13:00～(开场 12:30)
▼地点 文化会馆
▼演讲题目 气象情报的目的是保护生命
▼演讲者 气象预报士 胜丸恭子女士
▼演奏者 广岛警察音乐队
▼费用 免费
▼咨询处 文化会馆 0823-25-7878

文化ホール開館30周年記念
防災フェア 勝丸恭子さん講演会と避難訓練コンサート
講演会とコンサートの間に避難訓練を行います。
▼日時 9月12日(水)13:00～(開場12:30)
▼場所 文化ホール
▼演題 いのちを守る気象情報にするために
▼講師 気象予報士 勝丸恭子さん
▼演奏 広島県警察音楽隊
▼料金 無料
▼問合先 文化ホール 0823-25-7878

多文化点心制作教室
通过泰国点心制作，学习多文化
▼时间 9 月 25 日(星期二)10:00～12:00
▼地点 广会馆
▼定员 20 人(按报名先后)
▼申请 9 月 11 日(星期二)起，直接前往或电话广会馆
▼费用 500 日元
▼咨询处 广会馆 0823-73-0491

多文化おやつ作り教室
タイのおやつ作りを通じて，多文化を学ぼう。
▼日時 9月25日(火)10:00～12:00
▼場所 広会館
▼定員 20人(先着)
▼申込 9月11日(火)から，直接または電話で同会館へ
▼料金 500円
▼問合先 広会館 0823-73-0491

9/20～26 是爱护动物周 参加爱护动物活动
为加深关心爱护动物和正确饲养动物。
▼时间 9 月 30 日(星期日)10:00～14:00(雨天照常举行)
▼地点 爱护动物中心(乡原町)
▼内容 与动物交流角，小羊角，动物提问角，可以讨论和
动物相关的任何话题，分发免费装入微芯片券，爱玩动物协
会角，爱护动物电影上映会，招募新的动物饲养者角，牛奶
试喝角(限定数量)
※免费参加。内容有可能发生变动。
▼咨询处 爱护动物中心 0823-70-3711

9/20～26 は動物愛護週間 動物愛護のつどい
動物愛護と正しい飼い方への関心と理解を深めましょう。
▼日時 9 月 30 日(日)10:00～14:00(雨天決行)
▼場所 動物愛護センター(郷原町)
▼内容 動物ふれあいコーナー，ミニヤギコーナー，動物クイ
ズ探し，動物なんでも相談，マイクロチップ無料装着券配布，
愛玩動物協会コーナー，動物愛護映画上映会，新しい飼主募
集コーナー，牛乳試飲コーナー(数量限定)など
※入場無料。内容は変更することがあります。
▼問合先 動物愛護センター 0823-70-3711

甜点讲座
使用冷冻发面饼，制作苹果饼。
▼对象 18 岁以上。15 人(按先后顺序)
▼时间 10 月 2 日(星期二)10:00～12:00
▼地点 音户町建设中心
▼申请 8 月 20 日(星期一)开始，直接到该中心窗口申请
▼费用 1600 日元
▼咨询处 音户町建设中心 0823-51-3322

スイーツ講座
冷凍のパイ生地を使った簡単アップルパイを作ります。
▼対象 18 歳以上。15 人（先着）
▼日時 10 月 2 日(火)10:00～12:00
▼場所 音戸まちづくりセンター
▼申込 8 月 20 日(月)から、直接同センター窓口で受け付け
▼料金 1,600 円
▼問合先 音戸まちづくりセンター 0823-51-3322

