
対象障害のある方で、広島県内に、
在住、在勤、在学、通所されている方

（グループを含む）
■応募種別
絵画、版画、彫刻、立体造形、陶芸、
書道、工芸
申込期限 8月31日（金）※消印有効
申 問あいサポートアート展事務局
〒730-0013
広島市中区八丁堀11-28
株式会社広島朝日広告社
あいサポートアート展係
　☎082-228-0131　
　 082-221-1718

結婚コーディネーター募集
■目的　少子化対策として、男女の
出会いの機会創出と結婚支援
■取組内容
○月1回程度の結婚コーディネー
ター連絡会議での情報交換○結婚
相談員と連携し結婚までを支援○
婚活イベントなどの実施
申 問環境生活課内結婚相談所
　☎・お太助フォン42-1126
　 47-1206

シカ肉を使った
「家庭で作れるフランス料理教室」
西洋では高級食材であるシカ肉。
広 島 市 東 区 のフランス 料 理 店

「Cave de Vins 柿さか」の柿坂
シェフを講師にお招きし、安芸高田
市産のシカ肉を使用した料理教室
を開催します。
時8月26日（日）　10時～14時
所クリスタルアージョ1階調理室
料2,000円／1人
定員20名程度（要申込）
申 問地域営農課　鳥獣対策係
　☎・お太助フォン47-4021
　 42-1003

“神楽”まち起こし協議会
神楽共同鑑賞

広島広域都市圏協議会“神楽”まち
起こし協議会主催の神楽共同鑑賞
参加者を募集します。
時9月9日（日）
第43回とよひら神楽競演大会

10時：広島駅北口（新幹線口）集合
21時：解散（予定）
※広島駅・現地間はバスで送迎
所道の駅豊平どんぐり村内

（山県郡北広島町都志見12069）

定員80人（申込多数の場合は抽選）
対象広島広域都市圏内にお住まい
の方※小学生以下は大人の同伴が
必要

料大人／3,000円
中学生以下／2,500円（バス代込み）
申込期限 8月20日(月)※消印有効
申 問往復はがき（1枚に5人まで）
に、参加者全員の住所、氏名、年齢、
電話番号と「神楽共同鑑賞希望」
の旨を記入し事務局へ申し込みく
ださい。※特別な事情により、椅子
席、車椅子席希望の場合は、その旨
も記入してください。
〒731-0592（住所不要）
安芸高田市役所政策企画課
“神楽”まち起こし協議会
　☎・お太助フォン42-5612
　 42-4376
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裏面アンケートの答えをご記入ください。

A1.

お名前
性別　男・女
年齢　　　歳

住所
〒

☎（　　　　　　　）　　　　　ー

ふりがな

お預かりした個人情報の取り扱いにつきましては厳重に管理し、取得目的以外には使用しません。

※取材のため、こちらからの連絡をご希望されない場合は右にチェックを入れてください。　□ご連絡不可

アンケート記入欄

A2.

A3.

宝くじ助成金で
備品を整備しました

平成30年度コミュニティ助成事業
を活用し、高宮町羽佐竹振興協議
会が、羽佐竹コミュニティーホーム
への天吊りエアコン、壁掛けエアコ
ンを設置しました。
■コミュニティ助成事業
一般財団法人自治総合センターが
宝くじの受託事業収入を財源に、社
会貢献広報事業として実施、コミュ
ニティ活動に必要な設備や備品の
整備などに対して助成する事業。

問地方創生推進課　まちづくり支援係
　☎・お太助フォン42-2124
　 42-4376

「声の広報」をお届けします
目の不自由な方に「広報あきたか
た」の内容をカセットテープに録音
した「声の広報」を無料でお届けし
ます。希望される方は、社会福祉課
までご連絡ください。
問社会福祉課　障害者福祉係
　☎・お太助フォン42-5615
　 42-2130

高速道路沿いの支障木伐採に
ご協力ください

台風等の異常気象が増加する中、
例年中国自動車道では、高速道路
区域外からの樹木・竹等の倒れ込
みにより、通行に支障をきたす事
象が発生しています。道路内への
倒れ込みの恐れがある樹木・竹等
については、お手数をお掛けしま

すが、土地所有者の皆さまで伐採
していただくようお願いします。伐
採に伴い、高速道路への影響が危
惧される場合には、道路管理者ま
でご相談ください。
道路巡回により、倒れ込みの恐れ
のある状況を発見した場合には、
通行の安全確保のため、伐採・排
除させていただくことがあります。
問NＥＸＣＯ(ネクスコ)西日本
　三次高速道路事務所
　☎0824-62-5135

平和映画祭
「クワイ河に虹をかけた男」上映会
太平洋戦争
時 、旧 日 本
軍が建設し
たタイとビ
ルマ（現ミャ
ン マ ー ）を
結 ぶ「 死 の
鉄 道 」と 呼
ばれた泰

たいめん

緬
鉄道の贖

しょくざい

罪と和解に生涯を捧げた
永瀬隆さんを追ったドキュメンタ
リー映画。戦争の悲惨さ、平和や命
の尊さについて考えてみましょう。
時8月4日（土）　①10時～12時
②13時30分～15時30分
所甲田文化センターミューズ
料無料　問甲田人権会館
　☎・お太助フォン45-4922
　 45-4660

平成30年度安芸高田市成人式
一般参列も
で き ま す。
市民のみな
さんで新成
人をお祝い
しましょう。

時8月15日（水）　9時30分～12時
所クリスタルアージョ
対象平成10年4月2日～平成11年4
月1日生まれの方
問生涯学習課　社会教育係
　☎・お太助フォン42-0054
　 42-4396

ホストファミリー募集
安芸高田市国際交流協会では、吉
田高校への留学生のホームステイ
受け入れ先を募集しています。
■ホームステイ期間
平成31年1月～3月／平成31年4
月～7月※1月～7月を通しての受
入も可能です。（留学生は1名）
対象吉田高校に毎日通学が可能な
市内の家庭
申安芸高田市国際交流協会に申込
書がありますので、必要事項を記入
し、同協会に直接お申し込みくださ
い。（書類選考と面接により決定し
ます）
申込期限 9月30日（日）
※ホストファミリーが決まり次第申
込受付を終了します。
問人権多文化共生推進課
　人権多文化共生推進係
　☎・お太助フォン42-5630
　 47-1206

「世界の料理教室」参加者募集
毎月異なる国の方と、その国のレシ
ピで昼食を一緒に作って一緒に食
べる世界の料理教室を開催します。
時毎月第1水曜日／10時～14時

（9月から3月まで開催）
所クリスタルアージョ
料一般／1,200円・国際交流協会
員／800円
申込期限 8月10日（金）　定員20人
申メールで申し込みください。
aica@ajisai.ne.jp
問安芸高田市国際交流協会
　☎050-5847-9666
　（平日9時～15時）

あいサポートアート展作品募集
芸術活動への参加を通じ、障害の
ある方の自立、社会参加の促進を
目的として、あいサポートアート展
が開催されます。夢と元気を与えて
くれる、パワーあふれる作品を募集
します。

募集
応募して

みませんか？ 
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時日時　問お問い合せ先　所場所　予予約　備備考　料料金　申申込

安芸高田市公平委員会
委員選任
任期：平成31年6月15日
　　  ～平成34年6月14日

子供の読書活動の推
進において優れた取
り組みを行った学校
として受賞しました。

地域における環境保全
活動や環境に配慮した
地域づくりに関して顕
著な功績がある団体と
して受賞しました。泉 憲始さん

向原小学校

川根小学校

「子供の読書活動優秀実践校」
文部科学大臣表彰受賞

ひろしま環境賞受賞
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