
　広島ドラゴンフライズ
共同応援参加者募集

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
同応援参加者を募集します。
時2月17日（土）14時試合開始
所 広島サンプラザホール（広島市
西区商工センター三丁目1-1）
定員100名
応募資格広島広域都市圏内にお住
まいの方
料大人1,600円　
高校生以下1,300円
備応援席：1階自由席
対戦相手：群馬クレインサンダーズ
主催：広島広域都市圏協議会
問 申往復はがきに、参加者全員の
住所、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、1月19日(金)（※消印

有効）までに、事務局へ郵送してく
ださい。
※小学生以下の場合は、大人の同
伴が必要です。
〒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

　広島県立三次高等技術専門校
入校生募集

広島県立三次高等技術専門校で
は、4月入校生を募集します。
■自動車整備科（高卒18歳以上
30歳以下）期間：2年
■溶接加工科（45歳以下）
期間：1年
■建築科（45歳以下）期間：1年
■介護サービス科(年齢制限なし)
期間：6か月
受付期間

1月5日（金）～2月8日（木）※必着
備雇用保険受給者で、公共職業安
定所（ハローワーク）の指示によっ
て入校された方は、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

　竹チッパーで竹林整備に取り組
んでみませんか？

平成２8年度「ひろしまの森づく
り事業」により購入した『竹チッ
パー』を住民の皆様にも有効活用
（防草材や堆肥づくりなど）してい
ただくため、昨年10月より貸し出
しを開始しております。

竹林整備を行い地域環境の改善
を図るため、竹チッパーの活用を
お願いします。
問農林水産課　林業水産係
　電話・お太助フォン47-4022
　 42-1003

　自衛官募集
～平和を仕事にする～

防衛大学校学生（一般・後期）

■応募資格
18歳以上21歳未満
高卒（見込含）

トマトとお酢は相性ばつぐん！長年培った醤油製造と
ぽん酢製造の技術により生まれた、極上のトマトぽん
酢です。トマトのへたや皮・種など、ほぼすべてを手
作業でとり除き、トマトのおいしいところだけを丹念
に煮詰めてピューレにしています。

とまとぽん酢
詰め合わせ
株式会社 大前醤油本店

〈 寄附件数 〉141件　〈 寄附額 〉3,902,000円（11月分合計）

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 （電話・お太助フォン）42-2120】
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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.

■受付期間 
1月20日（土）～26日（金）
■試験日【1次】2月17日（土）
【2次】3月9日（金）
※2次は1次試験合格者のみ
自衛官候補生
■応募資格18歳以上27歳未満
■受付期間
年間を通じて行っています
■試験日お問い合わせください
※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。
問自衛隊可部募集案内所
☎082-815-3980

　巡回無料弁護士相談会
■吉田人権会館
時11日（木）13時～16時
予12月28日（木）～
　電話・お太助フォン42-2826
■八千代人権福祉センター
時25日（木）13時～16時  
予11日（木）～
　電話・お太助フォン52-7500
備お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
　行政相談
行政関係の困りごとや意見など
相行政相談委員
問総務課 電話・お太助フォン42-5611
■八千代会場八千代人権福祉センター
時15日（月）13時～15時
■高宮会場（高宮支所）
時26日（金）10時～12時
■向原会場（向原支所）
時9日（火）10時～15時
■吉田会場（吉田人権会館）
時18日（木）10時～15時
問吉田人権会館
　電話・お太助フォン42-2826

検索広島地本

相談12月の

問■吉田保育所
　電話・お太助フォン42-0662
■小田東保育所
　電話・お太助フォン45-2118
生活困窮者相談（電話・窓口相談）

生活保護など生活困窮に関して
時平日8時30分～17時15分
問社会福祉課 生活福祉係
　電話・お太助フォン42-5615
障害者相談（電話・窓口相談）

障害者やその家族のお悩み
時平日問障害者基幹相談支援セン
ター 電話・お太助フォン47-1080
問清風会つぼみ☎47-2092
問相談支援事業所もやい
　☎45-2320
高齢者相談（電話・窓口相談）

高齢者に関する相談
時平日8時30分～17時30分
問地域包括支援センター 47-1132
消費生活相談（電話・窓口相談）

悪質な商取引に関する消費者相談
時 月、金9時30分～12時、13時～
16時30分
問消費生活相談室☎42-1143
県民相談（電話・窓口相談）

離婚・相続・近隣トラブル、交通事
故など
時 平日9時～17時 問 広島県生活セ
ンター☎082-223-8811
お太助フォン相談（電話・窓口相談）

お太助フォンに関して
時平日9時30分～18時
問CBBS　 ☎45-7017
（お太助フォン）99-5500
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夜間に
アドバイス（電話相談）
時平日19時～翌8時
問 局番なしの＃8000（携帯電話
からも利用可）

お詫びと訂正
広報あきたかた12月号27ページ
で、お名前のふりがなの記載に誤り
がありました。
〈誤〉青原 丈（あおはら じよう・男）
〈正〉青原 丈（あおはら じょう・男）
訂正し、お詫びいたします。

　くらしの総合相談
暮らしの心配事など
所吉田人権会館
時18日（木）10時～15時
　総合相談高宮会場
様々な暮らしの心配事など
時9日（火）、23日（火）
10時～15時
所たかみや人権会館
予 問 予約は相談日の5日前まで
　電話・お太助フォン57-1330
　年金・労働無料相談会
年金・労働のお悩みに社会保険労
務士がお答えします。
時24日（水）13時～15時30分
所ゆめタウン吉田店2F文化教室
問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
　相続・後見相談会
時9日（火）13時～16時
場八千代人権福祉センター
　電話・お太助フォン52-7500
時18日（木）13時～16時
場甲田人権会館
　電話・お太助フォン45-4922

子育て支援センター
子育てのお悩み相談
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
時 月曜日～金曜日（祝日は除く） 
8時30分～17時15 分
問 所子育て支援課 児童福祉係
　電話・お太助フォン47-1283
（電話相談も受付）
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・
発達に関するお悩み相談
相こども発達支援員
時 月曜日～金曜日（祝日は除く） 
8時30分～17時15分
※相談申込は電話で受付
問 所電話・お太助フォン47-4151
（保健センター2階 吉田町常友）
地域子育て支援センター
育児相談やアドバイスなど
相 保育士 時 親子交流の場として保
育所開所時にご利用いただけます

定期開催相談
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