八千代支所

☎ 52-2111

高宮支所

☎ 57-0311

向原支所

☎ 46-3111
美土里支所

☎ 54-0311

甲田支所

☎ 45-4111

消防本部

☎ 42-0931（代）

催

し

第９回あきたかた市民
文化祭 展示芸術の祭典
生涯学習課☎ ‐００５４

絵画、写真、生け花、書な
ど約４００点の様々なジャン

り
祉課までご連絡ください。

活動いただける方は、社会福
募集人数

ンター ※現地集合です。
人（申込多数の

■尾原住宅（向原町坂）

込書等を住宅政策課で用意し

※申込を希望される方は、申

さい。

は、事前にお問い合わせくだ

※制限項目や立地条件など

②手話通訳士

①手話通訳者

が可能な方

思疎通支援登録者として活動

有する方で、安芸高田市の意

①、②、③いずれかの資格を

募集対象者

往復はがき又は広島市ホー

申込・お問い合わせ先

します。

都市圏としてまとまって応援

応援方法 自由席で広島広域

参加費 無料

場合は抽選）

広さ：４ＤＫ 戸数： 戸

ておりますので、お問い合わ

参加者全員（１グループ４人

ムページ内の広島広域都市圏

１ 時 間 あ た り ２，０ ０ ０ 円

まで）の住所、
氏名、
年齢（学

③要約筆記者

せください。

の派遣手当と交通費を支給し

生の場合は学年）
、電話番号

協議会申込みフォームにて、

ます（安芸高田市意思疎通支援

を記入し、
２月５日（金）
（※

☎０８２‐５０４‐２０１７

都市圏協議会事務局へお申し

市では、聴覚などに障害が
ＦＡＸ ０８２‐５０４‐２０２９

ハンドボール共同応援

ある方の手話通訳・要約筆記
広島広域都市圏の住民交流
広島市企画調整課内 広島広

込み下さい。参加の可否につ

派遣依頼に応じ、意思疎通支
を促すため、広島に拠点を置
域都市圏協議会

参加者募集

消印有効）までに、広島広域

事業実施要綱に基づく支給）
。

派遣手当など

申込期間
１月 日（月）から１月 日
（月） ： まで（必着）
お問い合わせ・申込先
住宅政策課

手話通訳者・
要約筆記者募集

市営住宅の入居を
援活動に従事していただけ
く全国トップレベルのハンド

いては、はがき又はＥメール

募集します
る「手話通訳者・要約筆記者」
ボールチームである広島メイ

自衛官募集

広島広域都市圏協議会

【公営住宅】
を募集しています。手話通訳
プルレッズの共同応援を行い

社会福祉課☎ ‐５６１５

ぜんざいも堪能いただけま
・所得制限（上限）あり
や要約筆記を必要とされる方

～平和を仕事にする～

グアトラクションで原田子ど
も神楽団の神楽と２００食の
住宅政策課 ☎ ‐１２０２

主催 広島広域都市圏協議会

自衛隊可部募集案内所

障害者控除または特別障害者

常に介護を要する方に、身体

体の障害のために日常生活で

に伴い、
左記の期間、
エレベー

は、エレベーターの改修工事

安芸高田市保健センター

保健医療課☎ ‐５６３３

実施するものです。

寄与することを目的として、

環境整備及び出生率の向上に

もに、子育て支援の充実した

歳以上 歳未満（応

〒７３０‐８５８６

を 図 る た め、
「 手 話 通 訳 者・
日時 平成 年２月 日
（土）

控除を受けることができる

ターの使用ができません。ご

資格

（住所不要）

■北生住宅（美土里町生田）
要約筆記者」として活動いた

資格 中卒（見込含） 歳未満

「障害者控除対象者認定書」

迷惑をお掛けいたしますが、

募資格の詳細はお問い合わせ

☎０８２‐８１５‐３９８０

広さ：３ＤＫ 戸数： 戸
場所 広島市東区スポーツセ

業務をしており、 時間体制

を発行しています。

ご理解とご協力をお願いいた

支障竹林等伐採に

のいずれか１日（本年度第３

【高等工科学校生徒（一般）
】

だける方が必要です。
「手話

幼稚園就園奨励

北國銀行戦

【特定公共賃貸住宅】
通訳者・要約筆記者」として

補助金額

試合開始 ：

・所得制限（下限・上限）あ

は、手帳の提示で控除を受け

申込 就園している幼稚園へ
直接お申し込みください。

下さい）
。
「障害者控除対象者認定書」

します。

ご協力ください
安芸高田市保健セン

お知らせ

鉄道線路沿線の

弁護士による市民法律講座
総務課☎ ‐５６１１

広島弁護士会の三次地区会

伐採させていただくことがあ

る鉄道線路沿線の倒竹木等を

三江線の列車運行に支障す

について、真剣な中にもユー

に備えた遺言書の書き方など

本的な説明や、もしもの場合

講座を開催します。相続の基

所属の弁護士による市民法律

ります。線路内に入ると危険

モアを交えてお話します。
日時 １月 日（土）
： ～ ：
支障するところを発見しま

線 路 内 に 入 り、 列 車 運 行 を

予約・参加費 不要・無料

４階小ホール

場所 クリスタルアージョ

鉄道線路沿線の竹木等が

でください。

ですので、線路内に入らない

政策企画課☎ ‐５６１２

取っています。

で、土日祝日にも連絡を受け

年度～平成 年度）

万６，０００円まで（平成

費 補 助 金 と 合 わ せ て、 年 額

エレベーター

安芸高田市保健センター

みの必要はありません。

ることができますので申し込

祉

障害者控除対象者認定書

福

～７日

を発行しています
社会福祉課☎ ‐５６１５

※二次試験は一次試験合格者
のみ。

試験 平成 年１月 、 日
は、所得税や市民税・県民税

日時 １月 日（月）から３

※この事業は、子育て世帯の

回目の試験です）
。

の申告、または会社での年末

月末日まで（終日）

使用不可のお知らせ

受付 平成 年１月 日まで

調整の際に提示すると、本人

場所

歳以上で、精神または身

（日にちを指定していますが、

及びその方を扶養にされてい

ター

次の①～③すべてに該当す

私立幼稚園
第３子以降保育料補助事業
幼稚園に第３子以降の子ど

し た ら、 米 子 施 設 指 令（ ☎

内容 「わかりやすい相続の

込みできます。

もを就園させている世帯の保

０８５９ ‐３ ２ ‐６３ ８３ ）

お話と遺言書の書き方講座」

覧下さい。

育料を補助します。

ヘ連絡をお願いします。

講師 備北さくら法律事務所

教育総務課☎ ‐００４９

る方（認知症を含む）

対象 市内に在住で、市内外

※米子施設指令は鉄道線路及

岡﨑 伸哉弁護士
※障害者手帳をお持ちの方

とする程度の方

させている世帯。

②精神または身体に障害のあ

上の方

③日常生活で常に介護を必要

の私立幼稚園に子どもを就園

び構造物の保守に関わる統制

①安芸高田市に在住の 歳以

経済的負担の軽減を図るとと

募集は年間を通じて行ってい

る方が、控除を受けることが

【自衛官候補生】

ます）
。

できます。

※本庁・各支所に募集案内や

る方またはその家族の方が申

対象者

要項を置いていますので、ご

下さい。

にてお知らせします。

す。みなさまお誘いあわせの
■殿前住宅（八千代町下根）
ます。

また、初日にはオープニン

うえ、ぜひご来場ください。
が円滑にコミュニケーション

集
42

広さ：３ＤＫ 戸数： 戸

募

00

日時 １月 日（日）から

ルの市民の創作作品が展示さ

17 4

※その他詳細はお問い合わせ

いずれか一日を指定。

27

１月 日（土）まで
： ～ ： まで

場所 クリスタルアージョ

試験
一次試験：平成 年１月 日

1

自衛隊広島地方協力本部ＵＲＬ
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