
※詳しい内容につきましてはホームページをご覧になるか、自衛隊可部募集案内所にお問い合わせください。
※本庁・各支所にパンフレットを置いていますのでご利用ください。 検索広島地本

自衛官募集　～平和を仕事にする～ 問自衛隊可部募集案内所　☎082-815-3980

募集項目 応募資格 受付期間 試験日

自衛官候補生 18歳以上27歳未満の者
（応募資格の詳細はお問い合わせください）

年間を通じて
行っています

受付時にお知らせします。
※詳細はお問い合わせください。

陸上自衛隊高
等工科学校
生徒（男子）

推薦

中卒（見込含）17歳未満の者

11月1日～
11月30日

平成31年1月5日～7日のいずれか指定する
1日

一般 11月1日～
翌1月7日

1次：平成31年1月19日
2次：平成31年2月1日～4日のいずれか指
定する1日

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　相相談員 11月の相談
相談会名 相談内容 日にち 時間 場所 予約・お問い合わせ

巡回無料弁護士
相談会

お1人30分まで
同じ相談で1回限り
弁護士に利害関係がある場合
お断りする場合あり

8日(木)

13時～16時

吉田人権会館
予10月25日（木）より
吉田人権会館☎・お太助フォン42-2826

22日(木) 向原支所
予11月8日（木）より
向原支所
☎・お太助フォン46-3111

行政相談

八千代
行政に関する困りごとや
意見など
相行政相談委員

19日(月) 13時～15時 八千代人権福祉センター 総務課
☎・お太助フォン42-5611
☎・お太助フォン42-2111(代)

高宮 30日(金) 10時～12時 高宮支所
向原 13日(火) 10時～12時 向原支所

吉田
1日(木)

15日(木) 10時～15時 吉田人権会館 吉田人権会館
☎・お太助フォン42-2826

くらしの総合相談 国の機関へ苦情や意見・暮ら
しの心配事

8日(木) 13時～16時 甲田人権会館 甲田人権会館
☎・お太助フォン45-4922

総合相談
高宮会場 様々な暮らしの心配事 13日(火)

27日(火) 18時～20時 たかみや人権会館
予相談日の5日前まで
たかみや人権会館☎・お太助フォン57-1330

相続・後見相談会 相続・後見制度に関して 5日(月) 13時～16時 八千代人権福祉センター 八千代人権福祉センター
☎・お太助フォン52-7500

年金・労働
無料相談会

年金・労働のお悩み、障害年
金請求の記入方法など
相社会保険労務士

10日(土) 14時～15時45分 クリスタルアージョ
研修室301

広島県社会保険労務士会三次支部 
道沖祐子社労士事務所
☎52-3555

断酒会 ご自身やご家族のお酒に関する
お悩み

9日(金) 18時～21時
吉田人権会館 広島断酒ふたば会（中田克宣）

☎090-4802-186512日(月) 18時～21時
23日(金) 13時～16時

生活困窮者相談 生活保護など生活困窮に関して 平日 8時30分～17時15分 電話・窓口相談 社会福祉課☎・お太助フォン42-5615

障害者相談 障害者やその家族の方などの
お悩み

平日 8時30分～
17時30分 電話・窓口相談 障害者基幹相談支援センター

☎・お太助フォン47-1080

平日 8時30分～17時 電話・窓口相談 清風会つぼみ☎47-2092

平日 9時～18時 電話・窓口相談 相談支援事業所もやい☎45-2320

高齢者相談 高齢者に関して 平日 8時30分～
17時30分 電話・窓口相談 地域包括支援センター

☎・お太助フォン47-1132

消費生活相談 悪質な商取引に関する消費者
相談 月・金 9時30分～12時

13時～16時30分 電話・窓口相談 消費生活相談室
☎42-1143

県民相談 離婚・相続・近隣トラブル、交
通事故など 平日 9時～17時 電話・窓口相談 広島県生活センター

☎082-223-8811

お太助フォン相談 お太助フォンに関する相談 平日 9時30分～18時 電話・窓口相談 CBBS(中国ブロードバンドサ ー ビ ス 株 
式 会 社)☎45-7017お太助フォン99-5500

子育て
支援センター

子育てのお悩み
相家庭児童相談員、母子・父
子自立支援員、保健師、子育
て支援員

平日 8時30分～
17時15分 電話・窓口相談 子育て支援課　児童福祉係

☎・お太助フォン47-1283

こども発達
支援センター

就学までの乳幼児の心身の成
長・発達に関して
相こども発達支援員

平日 8時30分～
17時15分 保健センター2Ｆ

こども発達支援センター
☎・お太助フォン47-4151
申電話受付

地域子育て
支援センター

育児相談やアドバイス
相保育士 保育所開所時 吉田保育所

小田東保育所
吉田保育所☎・お太助フォン42-0662
小田東保育所☎・お太助フォン45-2118

広島県小児救急
医療電話相談

子どもの急な病気についての
アドバイス 平日 19時～翌8時 電話相談 ☎局番なしの＃8000

（携帯電話からも利用可）

吉田町
谷川　朝稀くん（Ｈ28.3.3 生）「元気にすくすく大きくなってね！」

たにがわ　       ともき

高宮町

岩見　瑠香ちゃん（Ｈ28.3.12 生）
「元気に大きくなってね！」

いわみ　           るか

吉田町
屋形　桜汰くん（Ｈ28.3.7 生）

「たくさん笑って大きくなーれ♡」

   やがた　          おうた 高宮町
佐伯　奏祐くん（Ｈ28.3.10 生）「沢山遊んで元気に育ってね。」

　　　さえき　　　そうすけ

甲田町
田丸　橙希ちゃん（Ｈ28.2.25 生）
「笑顔で楽しく毎日すごそうね♡」

たまる　           たき

甲田町
日野　華月ちゃん（Ｈ28.1.28 生）「いっぱい遊んで大きくなってね」

ひの　            かつき

吉田町

早川　湊太くん（Ｈ28.2.27 生）

「元気に大きくなってね。」

 はやかわ　        そうた

吉田町

中島　裕翔くん（Ｈ28.2.2 生）
「自分らしく成長してね！」

なかしま　        ひろと

向原町

加登　翔馬くん（Ｈ28.2.23 生）

「いっぱいしゃべって笑おうね！」

　　 かと　          しょうま

うちは6姉妹なので洗濯物をたたむのも一苦労。小さ
な頃から自分の洗濯物は自分でたたんで片付けるク
セを付けるようにしてきました。まずは子どもの数だ
け収納ボックスを用意。引き出しにマスキングテープ
やシールで印をつけ、何をどこにいれるのかを一緒に
確認します。取り組むことが大切なので、キレイにた
ためていなくても褒めてください（笑）。自分のことが
自分でできるようになると自信が付き、いろいろなこ
とに責任感を持って取り組めるようになりました。

自信と責任感を育む洗濯物たたみ

子育てに役立つプチ情報！ みなさんからの投稿もおまちしています。

9月28日に撮影され今月号に掲載されていないお子様は来月号に掲載させていただきます。（生年月日、五十音順）

ゆまちゃんとママ
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