時 日時

問 お問い合せ先

所 場所

予 予約

ホームページ・事業団事務所）
②FAX、電話又はメールで受付
（氏名・住所・連絡先を明記）
☎42-1011 42-4322
mitsuya3@bronze.ocn.ne.jp
応募締切 1月26日（金）
問 公益財団法人 安芸高田市地域
振興事業団

備 備考

料 料金

申 申込

相 相談員

近畿中国森林管理局
企画調整課 国有林モニター担当
☎06-6881-3406
三矢そば打ち道場（第5期）
受講生募集
安芸高田市地域振興事業団では、
地産地消の推進とそば文化の普及
を図るため、本格的にそば打ち技
術を習得したい初心者の方を対象
に「三矢そば打ち道場」を開催し
ます。
内 そば打ち稽古を中心に5回の講座
を連続して受講していただきます。
所 御里茶屋 (旧少年自然の家隣)
吉田町吉田406
料 2,000円/1回（5回で10,000円）
定員 5名 時 ①2月9日（金）②2月23
日（金）③2月26日（月）④3月2日
（金）⑤3月5日（月）※時間はいず
れも15時30分～17時30分

お知らせ

『命をつなぐ献血』にご協力を
移動献血（400ml献血）
時 1月17日（水）
①9時30分～11時15分
②12時30分～15時30分
所 安芸高田市民文化センター

備 講師：奥出雲そば処

一福
島根県飯石郡飯南町頓原2322
応募資格 安芸高田市に在住か勤務
されている方
申 ① 参 加申込書 の 提出（ 用 紙は

「広報あきたかた」についてご意見をお寄せください
アンケート
Q1. 今月号でよかった内容や写真が
あれば教えてください。
Q2. 取り上げてほしい内容や企画が
あれば教えてください。
Q3. 広報に関するご意見・ご感想を
お聞かせください。

受付
メールもしくは 、裏面の
用紙にご記入いただき、
本・支所へ設置してありま
す広報ご意見ポストへ投
函ください。

広報安芸高田では「懸賞付きアンケート」掲載に向け、市
懸賞付き
アンケート 内外問わず、懸賞協賛企業を広く募集いたしております。申
協賛企業募集 し込み、お問い合わせは政策企画課までご連絡ください。

政策企画課
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職業訓練生募集
広島北部 地 域 職 業 訓 練センター
では受講生を募集しています。
■日商簿記3級受験準備講座
期間 1月11日～2月22日（月・木）
定員 15名
■パソコン入門コース
期間 1月9日～1月25日（火・木）
定員 10名
■パソコンを使った初心者からの
青色申告
期間 2月1日（木）
・2月8日（木）
定員 15名
■Word Excel基礎コース
期間 2月6日～3月15日（火・木）
定員 10名
■Word基礎コース
期間 2月6日～2月22日（火・木）
定員 10名
■Excel基礎コース
期間 2月27日～3月15日（火・木）
定員 10名

■新入社員トレーナー基礎講座
期間 2月14日（水） 定員 15名
詳しくはお問い合わせください。
問 広島北部地域職業訓練センター
☎0824-62-8500
国有林モニター募集
林 野庁では 、国 有 林を開かれた
「国民の森林」とするため国有林
の事業運営について、皆さまから
ご意見やご希望をお聞きして国有
林野行政に反映させるため「国有
林モニター」を募集しています。
定員 80名程度
期間 平成30年4月～平成31年3月
応募資格 石川、福井、三重、滋賀、
京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、
鳥取、島根、岡山、広島、山口の
各県に居住し、森林、林業及び国
有林に関心のある満１６歳以上の
方。国、地方議会議員、国の職員
及び平成２７～２９年度の３年間連
続して国有林モニターとなられた
方は除く。
応募締切 1月19日（金）
備 主催:林野庁 近畿中国森林管理局
問 〒530-0042
大阪市北区天満橋1丁目8番75号

（独）高齢・障害・求職者雇用支援
機構理事長表彰 優秀賞受賞
この度の定年年齢の引き上げと70
歳までの契約雇用制度、高齢者が
働きやすい作業環境の整備などが
評価され受賞されました。
■有限会社
八千代運輸倉庫
1980 年の創業以
降、運送、倉庫、
自動車整備、
燃料
販売と、物流にか
かわる様々な事
業を多角的に展開されています。
「木の駅八千代」実行委員会設立
八千代町上根・向山地区で「木の
駅八千代」実行委員会を立ち上げ
ました。植林した山から杉・桧を切
り出し、木材の売却代金を地元商
店でのみ使える地域通貨（たかた
ん券）を発行。山も地域も元気にす
る取り組みです。山をきれいにした
い方、チェーンソーで間伐したい方
はぜひご連絡下さい。

高速 道路沿いの支障木等伐採
にご協力ください
冬季の降雪等により、中国道・尾道
松江道の通行に支障となる倒竹木
等を伐採させていただくことがあり
ますのでご協力お願いいたします。

※土地所有者の方が伐採し、高速
道路への影響が懸念される場合は
道路管理者にご相談ください。
問 中国道：ＮＥＸＣＯ(ネクスコ)西
日本三次高速道路事務所
☎0824-62-5135
尾道松江道：国土交通省三次河川
国道事務所 ☎0824-63-4121
日本ハンドボール協会会長に湧永
製薬社長が就任
10月28日、日本ハンドボール協会
理事会において、新会長に湧永製
薬社長の湧永寛
仁さんの就任が
決まりました。

問 「木の駅八千代」実行委員会事

務局 岩下雅俊
☎090-9064-5325
して
応募 か？
せん
みま

募集

里山と原木シイタケの栽培講習
里山整備の一環として間伐を行っ
た木を利用して、シイタケ栽培を行
う方法を講習します。
時 1月18日（木）18時～20時
所 クリスタルアージョ小ホール
料 無料 定員 200名（先着順）
申 当日受付 備 主催：安芸北森林組
合 共催：安芸高田市
問 産業振興部 農林水産課
電話・お太助フォン47-4022
42-1003

■湧永製薬社長
湧永 寛仁さん
平成２９年度交通安全功労者
交通対策本部長表彰を受賞
昭和52年に旧高宮町交通安全推進
隊に入隊後、平成12年から28年ま
で同隊長（現高宮分隊長）を務めら
れました。交通安全の確保及び交
通安全思想の普及への貢献と功績
により、内閣府特命担当大臣から
表彰されました。
■元安芸高田市
交通安全運動推
進隊高宮分隊長
出張 英雄さん
（80 歳）

他の
その せ
ら
知
お

トピックス

公用車を売却します
ヤフー株 式会 社 が 提 供 するイン
ターネット公売システムを利用し、
市が 所有する公用車を一 般 競争
入札により売 却します。詳しくは
市ホームページ及びヤフー･オーク
ションホームページをご覧くださ
い。
（1月15日より掲載）
出品 公用車５台

※変更する場合があります。
参加申込期間 1月15日～2月2日
入札期間 2月19日～2月26日

問 財産管理課

管理・営繕係
電話・お太助フォン42-4376
42-4376

民生委員制度創設100周年記念
厚生労働大臣特別表彰を受章
■ 民生委員・児
童委員（吉田町）
新崎 妙子さん
30年間にわたり
社会福祉の精神
を持って相談援
助活動を行い、社会福祉の増進に努
められた功績に対し特別表彰が贈
られました。昭和61年12月に民生委
員・児童委員を委嘱されて以降、現在
も現役で活動されておられます。
（平成29年10月18日民生委員制度
創設100周年記念 広島県大会にて）
民生委員・児童委員の変更
民生委員・児童委員が変更となり
ました。 ■光實 和之さん
担当地区：甲田町（大城、西の谷、
中条、中迫、下城、荒槙牧場 ）
任期：平成31年11月30日まで
問 社会福祉課 社会福祉係
電話・お太助フォン42-5615
42-2130
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