
なんでも鑑定団 in 安芸高田
～お宝・観覧者大募集～ 　

人気テレビ番組の「なんでも鑑定
団」が安芸高田市にやってきます！
時代、ジャンルは問いません、“こ
れは”というとっておきの「お宝」を
鑑定してみませんか？是非ご応募
ください。
時9月2日(日)
開演：14時30分（開場：13時30分）
所クリスタルアージョ
■お宝募集締切
6月29日(金)※必着
申各文化センターに配置しておりま
す申込書にてお申し込み下さい。
観覧者も募集しています。詳しくは
申込書をご覧下さい。
■観覧募集締切
7月20日(金)※必着
問生涯学習課　文化・スポーツ振興係
　☎・お太助フォン42-0054
　 42-4396

税務職員採用試験
受験資格①平成30年4月1日時点で
高校、または中学校卒業日の翌日
から3年が経過していない方（平成
27年4月1日以降に卒業した方）
②平成31年3月までに高校、または
中学校卒業見込の方
受付期間 6月18日（月）～6月27日（水）
※インターネット申込
一次試験 9月2日（日）
※詳細は国税庁ホームページをご
確認ください。

http://www.nta.go.jp
問吉田税務署
　☎42-0008

募集
応募して

みませんか？ 
河川サポーター募集

地域の方 と々河川管理者の連携を
深め、河川愛護の啓発と適正な維
持管理を行うため、江の川流域に
お住まいの方の中から日常の身近
な情報（川の環境や堤防の損傷、
その他地元の方のご意見）を提供
していただける河川サポーターを
募集します。
対象・河川愛護に関心をもつ20歳
以上の方・江の川からおおむね5㎞
以内に居住の方
任期

平成30年7月1日～平成31年6月30日
※手当等の支給はありません
応募締切 6月20日（水）※必着
問 申国土交通省三次河川国道事務所
占用調整課　☎0824-63-4121
　 0824-63-3132

e-ラーニングによる
障害者委託訓練生募集

e-ラーニング…インターネットを活
用した自宅での通信訓練
■Web制作在宅ワークコース
対象・重度障害者等
・公共職業安定所に求職登録をして
いる方（在職者訓練コースを除く）
定員10名
申込期限11月2日（金）
訓練期間3か月間（9・12月開始）
■在職者訓練コース
対象在職中（求職中含む）の障害者
定員10名
申込期限平成31年1月31日（木）
訓練期間1か月間（随時開始）
問 申ハローワーク安芸高田
　☎42-0605
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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.

新しい教育委員が決まりました

平成30年4月28日付で山本博明さん
と金川佳寛さんが教育委員に再任さ
れました。任期は平成30年4月28日
から平成34年4月27日の4年間です。
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教育委員会の構成

金川 佳寛さん 山本 博明さん

教育長職務
代理者

映画「人生フルーツ」上映会
風が吹けば、
枯 葉 が 落 ち
る。枯葉が落
ちれば、土が
肥える。土が
肥えれば、果
実が実る。こ
つこつ、ゆっく
り。人生、フルーツ。本当の豊かさに
ついて見つめなおしてみませんか。
時6月13日(水)
開場：12時45分　開演：13時15分
所八千代文化施設フォルテ料無料
問 八千代人権福祉センター
　☎・お太助フォン52-7500
　八千代文化施設フォルテ
　☎・お太助フォン52-2323

認知症家族の会「青空の会」
認知症の方を支える家族の会「青
空の会」では、介護する家族だから
こそわかりあえる話を中心に、座談
会や勉強会を行っています。認知症
介護で悩んでおられる家族の方は
是非ご参加ください。（要申込）
対象認知症の方を介護している家族
所クリスタルアージョ2階研修室203
時■6月8日（金）…「介護体験談
～介護を経験して、今、思うこと～」
講師平野倞子さん（保健師）
■9月14日（金）…認知症ケアパス、
介護サービス等社会資源
■12月14日（金）…認知症の対応
■平成31年3月8日（金）…来年度
の計画
※時間はいずれも13時30分から15時
料各回100円
問 申健康長寿課　高齢者生活支援係
　☎・お太助フォン47-1281
　 47-1282

人権多文化共生講演会
お互いの国の異文化間の相互理解
を深め、すべての人々の人権を尊重
する社会づくりを目的に講演会を
開催します。
演題「中国・韓国
の 隣 人と日本人
はどこがちがうの
か？」～ちがいを
認め合う共生社
会をめざして～

講師中国問題評論家　石
せきへい

平さん
時7月7日（土）
13時30分～15時30分
料無料
所甲田文化センターミューズ
問甲田人権会館
　☎・お太助フォン45-4922

B&G財団修繕助成決定書授与式
市では今年度、Ｂ＆Ｇ財団の助成
金で美土里・高宮のＢ＆Ｇ海洋セ
ンターを改修します。この助成金
はボートレースの収益金を原資と
しているもので、安芸高田市に約
3,300万円が助成されます。

問生涯学習課　文化・スポーツ振興係
　☎・お太助フォン42-0054
　 42-4396

洪水情報の緊急速報メール
国が管理する江の川上流で氾濫の
危険が高まった時、緊急速報メー
ルが自動で発信されます。メール
を受信したら、雨の降り方や江の川
の今の水位を「川の防災情報」で
確認しましょう。

国土交通省
「川の防災情報」

問国土交通省三次河川国道事務所
　☎0824-63-4121

安芸高田市「成人式」
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日生まれの方で次に該当される方
①現在安芸高田市に住所のある方
②小・中学校卒業時に安芸高田市
に住所のあった方
③就学・就職等で現在安芸高田市
外に住所のある方
※②③の方は参加される際、生涯
学習課への連絡が必要です。
問生涯学習課　社会教育係
　☎・お太助フォン42-0054
　 42-4396

芸備線駅周辺市営駐車場
ご利用案内

JR甲立 駅・吉田口駅・向原 駅 周
辺 駐車場の利用を推進していま
す。各駐車場には月極利用、一時
利用のスペースがありますので、芸
備線をご利用の方などの申し込み
をお待ちしています。
問 申■JR 甲立駅駐車場
株式会社こうだ二一☎45-5310
■JR吉田口駅駐車場
小原地域振興会（駐車場窓口）
☎080-2929-3481
■JR向原駅駐車場
安芸高田市商工会※利用受付は「ふ
るさとネットやすらぎ会」☎46-3987
料■月極：3,200円／月
■一時利用：400円／日
※一時利用料金の支払方法
・甲立駅、向原駅…発券機
・吉田口駅…………料金箱
問管理課　建設管理係
　☎・お太助フォン47-1201
　 47-1206

クールビズの実施
市では、地球温暖化対策、節電の取
り組みとして、5月1日から9月30日ま
でクールビズを実施し、軽装（ノーネ
クタイ・ノー上着）を推奨しています。
ご理解、ご協力をお願いいたします。
問総務課
　☎・お太助フォン42-5611
　 42-4376
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