時 日時

問 お問い合せ先

所 場所

予 予約

毛利三兄弟のふるさと講演会

時 9月30日(日)

他の
その せ
ら
知
お

トピックス

ディズニー映画
「リメンバー・ミー」上映会

開場13時／開演13時30分
所 八千代文化施設フォルテ
■第1部 「毛利三兄弟の城跡」
秋本哲治（安芸高田市教育委員会）
■第2部
「三子教訓状と毛利三兄弟の
『絆』」
講師 秋山伸隆氏
（県立広島大学名誉教授）
料 無料
（予約不要）
主催／毛利三兄弟のふるさと連携
協議会
問 生涯学習課 文化財係
☎・お太助フォン42-0054
42-4396

お知らせ

市内障害者施設紹介
パネル展示

世界に数々の感動を生み出してき
たディズニー・ピクサーの最新作。
第90回アカデミー賞長編アニメー
ション賞、主題歌賞をＷ受賞と、
「ア
ナと雪の女王」に並び快挙を成し
遂げています。国も文化も超え、
「家
族」をテーマにした感動のストー
リーが世界中の人々を魅了してい
ます。見ると家族に会いたくなる、
そんな作品です。
時 11月11日
（日）
上映／14時
開場／13時30分

申 申込

備 昼食、
水筒、
ビニールシート、
虫よ

料 無料

けスプレー、簡易雨具、筆記用具を
携行してください。
問 公益社団法人広島県薬剤師会
☎082-262-8931

定員 先着100名

屋外広告物の安全点検

常時、
または一定の期間継続して屋
外で公衆に表示され、
立看板や広告
塔、
建物の壁面を利用して表示され
た広告等（屋外広告物）
が市内には
多数あります。
これらの広告物の老
朽化によって起こる倒壊や落下等に
より、市民のみなさまの安全が損な
われる場合があります。危害を未然
に防止するため、
広告物を設置され
ている方は、
定期的に点検を行い安
全管理に努めてください。
問 管理課 建設管理係
☎・お太助フォン47-1201

料 [前売]一般／1,000円

問 社会福祉課

障害者福祉係
☎・お太助フォン42-5615
42-2130

薬草に親しむ会

☎082-212-1007
yume3@ikuchan.or.jp

して
応募 か？
ん
せ
みま

募集

ください。
対象 平成30年度の卒業生、
または
卒業見込みの方
受付期間 10月31日(水)まで※必着
※選考日・選考内容・合格発表日
等はお問い合わせください。
問 三次高等技術専門校
☎0824-62-3439

の
今月

文化庁登録有形文化財
『日野家住宅』見学会
文化庁登録有形文化財『日野家住
宅』の“保存・活用”にむけての第一
歩として、見学会（説明解説付）の
参加者を募集します。

相談

「空き家問題110番」
司法書士による無料電話相談
遺産分割、成年後見、近隣問題、行
政施策等、空き家に関する困りごと
に司法書士がお答えします。
時 10月14日
（日） 10時～16時
☎082-511-7196（広島司法書士
会相談ダイヤル）
料 無料

ハロウィンジャンボ宝くじ発売

今 年のハロウィンジャンボは、１
等・前後賞合わせて５億円！同時発
売のハロウィンジャンボミニは、
１
等・前後賞合わせて5,000 万円！

■発売期間
10月1日
（月）～10月23日
（火）
■販売金額 300円／1枚
宝くじの収益金は市町の明るく住
みよいまちづくりに使われます。
問 公益財団法人広島県市町村振
興協会 ☎082-223-6545

子育て応援講演会
おやこでいっしょに絵本ライブ
呉市在住の絵本作家
「よこみちけい
こ」主宰の音楽ユニットT-BREAK
のライブと絵本の読み聞かせをお
楽しみください。
時 10月28日
（日）10時30分～12時
所 クリスタルアージョ

※紅葉の散策と抹茶サービス付
時 11月11日
（日）…①14時～15時
10分／11月17日
（土）…②11時～
12時10分・③14時～15時10分／
11月18日
（日）…④11時～12時10
分・⑤14時～15時10分
※エスコートによる見学ですので
時間までにお集まりください。
所 甲田町深瀬172番地 日野家住宅
料 無料
対象 安芸高田市民
定員 各回10名
（申込先着順）
申 事前申込
申込期限 10月31日
（水）
問 日野家住宅再生友の会
事務局：吉野 ☎46-3560

問 広島司法書士会事務局

☎082-221-5345
082-223-4382

特設行政相談所の開設

行政相談制度についてより広く国
民の方に理解・認識され、
その利用
が促進されるよう実施する取り組
みの一環として、特設行政相談所
を開設します。
時 10月26日
（金） 10時～15時
所 クリスタルアージョ４階小ホール

相談員／国、県、市の相談員や弁護
士、
司法書士、行政書士など
（予定）
問 総務課 行政係
☎・お太助フォン42-5611
42-4376

安芸高田市
ふるさと納税寄附金額
〈 寄附件数 〉
118件
〈 寄附額 〉
1,965,000円 （8月分合計）
問
□地方創生推進課定住促進係
☎・お太助フォン42-2124

切り取り線

裏面アンケートの答えをご記入ください。
アンケート記入欄 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。
A1.

広島県立三次高等技術専門校
入校生募集
平成31年4月入校生を募集します。
■募集訓練科等
・自動車整備科(期間：2年・高卒見
込み者)
・溶接加工科(期間：1年）
・建築科(期間：1年)
・介護サービス科(期間：６か月)
※見学はいつでもできますので、
ご希望の方は、事前に連絡をして

（養育費）の請求、遺産分割、親権
者の変更など家庭内のトラブルに
ついての調停手続きの方法
■相談担当者
民事調停委員、家事調停委員
時 10月19日
（金） 10時～16時
※予約不要
所 広 島バスセンター 8 階「アクア
ホール」広島市中区基町6番27号
問 広島簡易裁判所
☎082-502-1389

無料調停相談会

■相談内容
①お金の貸し借り、売買代金の支
払い、交通事故の損害、近隣関係、
建物の明け渡しなど民事上の金銭
や物にまつわる各種トラブルにつ
いての手続き方法
②夫婦関係の調整、離婚、生活費

A3.

A2.
切り取り線

専門家とともに
「湧永庭園」を散策
しながら、薬効、薬用部位、使用・栽
培方法や漢方薬の正しい知識につ
いて説明・講習を行います。
対象 広島県内にお住まいの方
時 10月7日
（日）
10時30分～15時
（雨天時：10時30分～12時30分）
所 湧永満之記念庭園
料 無料

申 問（公財）
ひろしまこども夢財団

47-1206

所 クリスタルアージョ市民ギャラ

リー

広報 あきたかた 平成30年10月号

料 料金

時 10月24日
（水）～11月5日
（月）

所 クリスタルアージョ

高校生以下／800円
[当日]大人／1,200円
障害者手帳をお持ちの方・高校生
以下／1,000円
※全て自由席
※3歳未満は大人1名に付き1名無
料（2人目から料金が発生します）
※当日券はクリスタルアージョでの
み販売
チケットは市内各文化センターに
て現在販売中！
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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障害福祉関係者や団体、当事者等
で活動している安芸高田市障害者
自立支援協議会が障害者理解を図
るための取り組みとして、市内障害
者施設を紹介するパネル展示を実
施します。施設での活動内容や利
用者の作品、就労現場での製品に
ついて紹介します。

備 備考

ふりがな

お名前
住所

性別

男・女

年齢

歳

〒
☎
（

）

ー

※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

広報 あきたかた 平成30年10月号
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