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

公用車を売却します

他の
その せ
ら
知
お

トピックス

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
（火）
より掲載

400ml
献血

1月16日（水）
時
□9：30～11
：15
12：30～15：30
所
□クリスタルアージョ

出品 公用車4台

して
応募 か？
せん
みま

※変更する場合があります。

時 3月8日
（金）
～3月25日
（月）
所 問 八千代の丘美術館

☎・お太助フォン52-3050
52-3051

募集

第1回 安芸高田市民自画像展
作品募集

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、市民の方を対象とした
「 三 矢そば打ち道 場 」を開 催しま
す。安芸高田産のそばを打ち、
ご家
族や友人に美味しい「三矢そば」
を
ご馳走してみませんか。

お知らせ
所 クリスタルアージョ
料 [前売]一般：1,500円、
60歳以

上：1,100円、障害者手帳をお持ち
の方：1,000円、高校生以下：800円
※市内各文化センターにて1月9日
(水)より販売開始
[当日]一般：1,800円、60歳以上：
1,200円、高校生以下及び障害者
手帳をお持ちの方：1,000円
※当日券はクリスタルアージョでの
み販売
※3歳未満は大人1名に付き1名無料
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
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広島広域都市圏内の住民から参加
者を募り、Bリーグのプロバスケッ
トボールチーム、広島ドラゴンフラ
イズの共同応援を行います。

時 2月24日
（日）

13時30分試合開始

1月15日（火）～2月1日（金）

広島市西区商工センター3丁目1-1
※現地集合

入札期間

料 1,600円
（高校生以下1,300円）

2月18日（月）～2月25日（月）
問 財産管理課 管理・営繕係
☎・お太助フォン42-5613
42-4376

定員 100名
対象 広島広域都市圏内にお住まい

の方

高速道路沿いの支障木などの
伐採にご協力ください
冬季の降雪などにより高速道路区
域外から樹木・竹などが倒れこみ
通行に支障をきたすことがありま
す。
これにより事故が発生した場合
は、所有者責任が問われる場合が
ありますので、土地所有者が伐採し
ていただくようお願いします。
また、
通行に支障となる倒れ込みを発見
した場合は、安全確保のため、道路
管理者で伐採・排除することがあり
ますのでご協力をお願いします。
※土地所有者が伐採する際に高
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 〇高田ICより大阪方向
NEXCO(ネクスコ)西日本
三次高速道路事務所
☎0824-62-5135
〇高田ICより広島方向
NEXCO西日本
千代田高速道路事務所
☎0826-72-5331

内容 本格的にそば打ち技術を習得

申込期限 1月18日(金)

したい初心者の方を対象とし、5回
の講座を連続して受講していただ
きます。
（そば打ちのための道具は
用意します）

申 往復はがきに、
参加者全員の住

所 御里茶屋(旧少年自然の家隣)
料 2,000円／1回
（10,000円／5回）

定員 5名
応募資格

安芸高田市在住の方、及び通勤・通
学をされている方（高校生含む）
応募期間 1月16日
（水）
～2月4日
（月）
作品受付 八 千 代の丘 美 術 館・市内
各文化センター
■作品テーマ
自画像
■作品規格
水彩画、
四つ切画用紙
（380×540mm）
※作品は必ず額装してください。
（額装の種類は自由）
※額裏面には必ず吊金具・吊ヒモ
を取り付けてください。
※作品の天地がわかるように天地
を明記してください。
■褒賞
市長賞（賞金5万円）／他3点（賞金

問 〒730-8586
（住所不要）

広島市役所広域都市圏推進課
広島広域都市圏協議会
☎082-504-2017
082-504-2029

三次高等技術専門校
平成31年4月入校生募集

所 広島サンプラザホール

参加申込期間

[監督]木村大作
（日本アカデミー賞優秀撮影賞を
数多く受賞の名カメラマン）
[原作]葉室麟（直木賞受賞作家）
[主演]岡田准一
[共演]西島秀俊、黒木華、麻生久美
子など
時 2月16日
（土）
上映：14時～／開場：13時30分

広島ドラゴンフライズ
共同応援参加者募集

三矢そば打ち道場(第７期)
受講生募集

映画「散り椿」上映会

実直で不器用だが、清廉に生きよう
とする侍達の凛とした生き様、愛す
る女性のために命を懸けて闘う切
なくも美しい愛の物語。

1万円）／入選26点（八千代の丘美
術館招待券2枚）
■作品展示

※消印有効

所、氏名、年齢、電話番号と
「ドラゴ
ンフライズ共同応援希望」
の旨を記
入し、お申し込みください。 ※広
域都市圏ホームページからも申し
込めます。

■自動車整備科
期間：2年
（高卒18歳以上30歳以下）
■溶接加工科
期間：1年
（45歳以下）
■建築科
期間：1年（45歳以下)
■介護サービス科
期間：6か月
（年齢制限なし)
見学希望の方は事前に連絡をして
ください。
応募期間

1月7日
（月）～2月14日(木)※必着
雇用保険受給者で公共職業安定所
（ハローワーク）の指示によって入
校した方には訓練の終了日まで受
給期間が延長され諸手当が支給さ
れます。
問 三次高等技術専門校
三次市十日市南6-14-1
☎0824-62-3439

時 ①2月4日(月)②2月5

日(火)③2月12日(火)④2月18日
(月)⑤2月26日(火) ※時間はい
ずれも15時30分～17時30分
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

安芸高田市在住の方、及び勤務さ
れている方
申 参加申込書、
または氏名、住所、
連絡先を明記のうえ、地域振興事
業団までお申し込みください。
申込期限 1月16日(水)
問 公益財団法人
安芸高田市地域振興事業団
☎42-1011
42-4322
kanri@mourinosato.jp

ゆず発泡酒

『MOTONARI』
レアカントリークリエイト
農薬不使用で育てている高宮町川根地区の柚子の「果汁」
と
「ピール（外皮）」
を発泡酒原
料に加えました。生きた酵母がそのまま入った無濾過ゆず発泡酒をお楽しみください。下
面発酵により低温でじっくりと熟成させたことで、極めて洗練された味わいに仕上がって
います。
ゆずの爽やかな香りと、
ほのかな酸味が柚子やホップの苦みとよく合います。

安芸高田市ふるさと納税寄附金額
【地方創生推進課 定住促進係 ☎・お太助フォン42-2124】
〈 寄附件数 〉515件

〈 寄附額 〉11,083,000円（11月分合計）
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