
問い合わせてください。
問 申管理課　建設管理係
　☎・お太助フォン47-1201
　 47-1206
　広島県西部建設事務所　管理課
　☎082-250-8150（代）

国税専門官募集
受験資格

▪平成2年4月2日～平成11年4月
1日生まれの方
▪平成11年4月2日以降生まれの
方で以下に該当する方
①大学卒、もしくは令和3年3月まで
に大学卒業見込みの方
②人事院が①に掲げる方と同等の

資格があると認める方
受付期間

○インターネット（原則）
３月27日（金）９時～4月8日（水）
※受信完了分
○ 郵送または持参
３月27日（金）～3月30日（月）
※消印有効
■第１次試験　６月7日(日)
※詳細は国税庁ホーム
ページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp
問吉田税務署
　☎42-0008

多文化共生センターきらり
「輝ら里」（旧少年自然の家）が、4月
からNPO法人安芸高田市国際交
流協会(AICA)が運営する「安芸高
田市多文化共生センターきらり」と
して生まれ変わります。

今後は日本語・英会話教室やポット
ラックパーティーなど、多文化共生
や国際交流に貢献できる活動を施
設で行います。
問NPO法人安芸高田市国際交流協会
　☎050-5847-9666
　人権多文化共生推進課
　人権多文化共生推進係
　☎・お太助フォン42-5630

発達障害啓発週間
平成19年12月の国連総会で、毎年
4月2日を「世界自閉症啓発デー」と
することが決議されました。日本で
は毎年4月2日から8日を「発達障害
啓発週間」として、シンポジウムな

どが行われています。市では、中央
図書館で4月1日（水）～12日（日）
まで、関係図書等を紹介する特設
コーナーを設置します。

自閉症をはじめとする発達障害を
理解することは、障害のある方だけ
ではなく、誰もが暮らしやすい優し
い社会の実現につながります。この
機会に発達障害への理解を深めて
ください。
問社会福祉課　障害者福祉係
　☎・お太助フォン42-5615
　 42-2130

慰霊巡拝を行います
戦没者遺族の要望に応えるため、
旧主要戦域となった陸上、および
遺骨収集の望めない海上等の戦
没者を対象として、慰霊巡拝を行
います。
対象戦没者の配偶者（再婚者を除
く）・父母・子・兄弟姉妹・参加遺族

（子・兄弟姉妹）の配偶者・戦没者
の孫・甥・姪
※参加されたことのない遺族を優
先するため、参加経験のある方は、
お断りする場合があります。
所旧ソ連・中国・南方等
申込締切４月中旬から随時
主催厚生労働省

問社会福祉課　社会福祉係
　☎・お太助フォン42-5615
　 42-2130

募集
応募して

みませんか？ 

広島県アダプト活動団体募集
広島県では、県が管理する道路（対
象区間100ｍ以上）や河川（一・二
級河川で対象区間50ｍ以上）の清
掃・緑化・草刈などの活動を行う
団体や企業を随時募集し、「アダプ
ト活動認定団体」に認定し支援を
行っています。
■アダプト活動
住民や企業・団体が主体となり、ボ
ランティアで清掃・緑化・草刈等の
美化活動を行い、道路や河川など
の公共空間をわが子のように面倒
を見ていく活動
■支援内容
▪団体・企業名の表示板を設置

（希望する団体のみ）
▪活動に伴う傷害、および賠償責
任保険の加入
▪活動経費の一部を奨励金として
交付
※奨励金を申請する場合は、事前
にアダプト団体の認定を受け、6月
末までに申請する必要があります。
※申し込みに必要な様式は、広島
県ホームページ（https://www.
pref .hiroshima.lg. jp/site/
dodoukasenadopt/）からダウン
ロードするか管理課建設管理係に
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Ａ棟 沖村 徳恵〈洋画〉
Ｂ棟 桑田 覚〈金属造形〉
Ｃ棟 栗原 誠子〈洋画〉
Ｄ棟 下光 康洋〈洋画〉
Ｅ棟 岡本 伸子〈日本画〉
Ｆ棟 中川 敬子〈洋画〉

Ｊ棟 大前 博士〈洋画〉
Ｋ棟 頓宮 桂子〈日本画〉
Ｌ棟 藤村 満恵〈前衛書道〉
Ｍ棟 佐伯 育郎〈洋画〉
Ｎ棟 寺本 洋子〈洋画〉
Ｏ棟 中塩 雅子〈洋画〉

安芸高田市長選挙 
安芸高田市議会議員補欠選挙

広島県議会議員安芸高田市選挙区補欠選挙

4月から新たな常設展がスタート

終日無料＆
入館作家が作品解説

イベント・企画展情報八千代の丘美術館

☎・お太助フォン 52-3050
［ 開館時間 ］ 10時～17時(入館は16時30分まで)　　［ 休 館 日 ］毎週火曜日（祝日の場合翌日）
［ 入 館 料 ］ 一般300円・65歳以上200円・小中学生200円・
 障害者手帳をお持ちの方（介助者１名を含む）無料

第19期入館作家 常設展 【1st season】

4月25日（土）

第
19
期
入
館
作
家

安芸高田市長選挙・安芸高田市議会議員補欠選挙 4月5日（日）
広島県議会議員安芸高田市選挙区補欠選挙 4月3日（金）

選挙期日告示日
（立候補届出日）

□選挙管理委員会事務局　☎・お太助フォン42-1136問

藤村満恵〈前衛書道〉栗原誠子〈洋画〉

〈 投票受付時間 〉

7時～18時 

※一部の投票所除く

4/12（日）

投開票

期日前投票

各支所

4日
（土）

5日
（日）

6日
（月）

7日
（火）

8日
（水）

9日
（木）

10日
（金）

11日
（土）

4月

安芸高田市長選挙・安芸高田市議会議員補欠選挙

広島県議会議員安芸高田市選挙区補欠選挙

安芸高田市長選挙・安芸高田市議会議員補欠選挙

広島県議会議員安芸高田市選挙区補欠選挙
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〈 受付時間 〉 8時30分～20時

〈 寄附件数 〉
467件

〈 寄附額 〉
  7,451,000円
（2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

☎・お太助フォン42-2124

応援メッセージが届いています！寄附者の方から

この他にもたくさんの応援メッセージを全国から頂いています。みなさんの想いに応えられる
よう、寄附金は本市のまちづくりの一部に活用します。

四季折々な自然とと
もに子どもたちが希
望に満ち溢れながら
成長されますように
（千葉県 40代 女性）

大 好きなサンフレッ
チェをサポートしてく
れる安芸高田市にはい
つも感謝しています！

（広島県 女性）

JR芸備線の復旧に
向けた色々な取り組
みに感動しました！
（広島県 30代 男性）

今後も郷土芸能の
発展を祈ってます
（広島県 70代 男性）

デジタルブックを採用
パソコンやスマートフォン、タブレッ
トなどからも広報紙を閲覧できます。

市ホームページの「トップページ＞
広報・刊行物＞広報あきたかた」の
中に、リンクがありますので、そこか
らアクセスしてください。下記QR
コードを読み込むこと
でもアクセスできます。
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