
□所清神社（吉田町吉田）
□時23:20～神迎え/0:30～神楽上演・餅まき
□問生涯学習課　文化・スポーツ係
　☎・お太助フォン 42-0054

□所八千代文化施設フォルテ（八千代町佐々井）
□時開場/9：00　開演/10：00
□問八千代文化施設フォルテ
　☎・お太助フォン 52-2323

安芸高田市
八千代支所
美土里支所
高 宮 支 所
甲 田 支 所
向 原 支 所

☎・お太助フォン 42-2111（代）
☎・お太助フォン 52-2111
☎・お太助フォン 54-0311
☎・お太助フォン 57-0311
☎・お太助フォン 45-4111
☎・お太助フォン 46-3111

本庁・支所連絡先

市役所開庁時間 9：00～17：00
(土曜・日曜日、祝日、年末年始は閉庁)
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「広報あきたかた」が
カタログポケットでも読めます！
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Instagram
（インスタグラム）

安芸高田市公式ホームページ・SNS
安芸高田市
ホームページ

Facebook
（フェイスブック）

LINE
（ライン）
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本紙掲載のイベント情報等は、11月7日（月）時点の情報です。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止、また
は延期となる場合がありますので、最新の情報は各問い合わせ先に確認してください。

12/11（日）

八千代の文化祭
舞台芸術の部では「剣詩
舞」「ストリートダンス」「ギ
ター演奏」などの発表、展
示芸術の部では「彫刻」
「陶芸」「写真」などの展示
が行われます。
※展示は18日（日）まで

12/31（土）～1/1（日）

元就がつなぐ今と昔
入城500年 年越しイベント
令和5年は毛利元就が
郡山城に入城して500年
目を迎える記念すべき年
です。その節目の年は清
神社でのイベントからス
タートします。

会場：広島広域公園第一球技場
サンフレッチェ広島レジーナ

１２/２４（土）　14：00～
VS アルビレックス新潟レディース

１/７（土）　14：00～
VS AC長野パルセイロ・レディース

12月・1月 ホームゲーム公式戦日程

日程 受付時間 場所

※1・2回目のワクチン未接種で接種を希望する方も接種できます。

オミクロン株対応
ワクチン接種

5歳～11歳の
ワクチン接種（3回目）

12/2（金）～5（月）　 10：00～12：00、13：30～16：00　 八千代文化施設フォルテ

12/7（水）～9（金）　 10：00～12：00、13：30～16：00　 美土里生涯学習センターまなび

12/11（日）～13（火）  
12/16（金）～18（日）　 

10：00～12：00、13：30～16：00 甲田文化センターミューズ

12/20（火）～24（土）　 13：00～17：30　 クリスタルアージョ

12/26（月）～28（水）　 10：00～12：00、13：30～16：00　 向原生涯学習センターみらい

12/2（金）・5（月） 11：00～12：00、13：00～16：00 

〈対象〉1・2回目接種を完了した
18歳以上の方で、前回の接種
から3か月以上経過した方

〈対象〉2回目接種から5か月以上
経過した5歳～11歳の方

▶安芸高田市内の接種場所や接種に関して
　健康長寿課　健康推進係
　☎・お太助フォン 42-5633

▶ワクチンの知識に関する専門的な相談・一般的な相談
　広島県新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
　☎082-513-2847（24時間・土日祝対応）

電話

☎082-836-4649
平日 9:00～16:00

インターネット予
約
・
変
更

接種を希望する方は、インターネットまたは
電話で予約してください。

接種
無料

接種
無料

詳しい状況は、市ホーム
ページ（お太助フォンか
ら閲覧可能）で随時更
新しています。

旧老人保健施設のぞみ3階
（JA吉田総合病院横）

薪ストーブ
岡崎建設

すっぽん鍋セット
株式会社八千代興産

広島熟成鶏
サイコー物産株式会社

ふるさと納税は地域を応援する「寄附」
です。昨年度、ふるさと納税を通して2億円
を超える寄附を頂き、さまざまな事業に活
用することができました。

□政策企画課　地方創生推進係
　☎・お太助フォン 42-5612
問

マットレス
ドリームベッド株式会社

寄附金の使い道の選択欄に「安芸高
田市サッカー公園整備プロジェクト」
を追加しました。こちらへの寄附金は、
サンフレッチェ広島・サンフレッチェ広
島ユースの応援につながります。

新たな応援項目を
追加しました！

ふ
る
さ
と
納
税
で

安
芸
高
田
市
を

応
援
し
て
く
だ
さ
い
！

〈 ふるさとチョイス 〉

離れて暮らしている家族

や親戚、友人などに、安

芸高田市へのふるさと納

税を勧めてください。

◀くわしくはこちら

　グコテージ利用券
合同会社 Outdoor Fun

魅力ある返礼品を
数多くそろえています。
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3 イベント情報

ふるさと納税で安芸高田市を応援しよう！
4 ゴミの減量 私たちにできること
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8 国民年金のあれこれ
9 健康いいカラダ

10 フレイル予防のススメ
「栄養・運動・社会参加」で
心も体も元気に！

11 今年度100歳を迎える皆さま
おめでとうございます！！

12 12月3日（土）から9日（金）は障害者週間です
講演会やイベントに参加してみませんか？

13 私のお気に入り　〜＃市長が訪ねてみる〜
国保だより

14 保育所（園）・認定こども園・児童クラブ・幼稚園
令和5年度
申込受付を開始します

16 げんきな親子
18 市政の動き
20 消防団の年額報酬が変わります
21 中学校統合に向けて

“正しい鳥獣対策”教えます
22 としょもっと！
24 HOTな話題／協定締結
25 人輝く／ハイ！スクール
26 消防
27 歴史紀行
28 トピックス
29 警察
30 およろこび・おくやみ
31 12月の相談
32 安芸高田のアイドル

〈今月の表紙〉
吉田保育所を訪問した一日警察署
長の「たかたん」から「いかのおすし
ノート」を受け取る園児（10/13）

市長記者会見は
ココで見れます
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