
ごみ」に分類されます。
※新聞紙等で包み、袋の表面に「珪
藻土バスマット」「コースター」と記
入してください。
問環境生活課　環境生活係
　☎・お太助フォン42-1126
　 47-1206

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（木）から11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
など、発達障害への理解は、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

募集
応募して

みませんか？ 

里山林・竹林整備事業
取組団体募集

里山の景観回復と有害鳥獣の出に
くい環境作りのため、里山林・竹林
整備に取り組む地域、団体を募集

します。

※地域、団体の伐採にかかる費用
負担はありませんが、実施後20年
間は、対象森林の適切な維持管理
について、市と協定を結ぶ必要があ
ります。
申込期限 6月1日（火）
問農林水産課　林業水産係
　☎・お太助フォン47-4022
　 42-1003

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・支援してい
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

末までに申請が必要です。
※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

国税専門官募集
受験資格

▪平成3年4月2日～平成12年4月
1日生まれの方
▪平成12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4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26日（金）9時～4月7日（水）
※受信完了分
○ 郵送または持参
3月26日（金）～29日（月）※消印有効
■第１次試験　6月6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

手話奉仕員養成講座
聴覚障害がある方の社会参加を促
進し、コミュニケーション支援の充
実を図るため「手話奉仕員」の養成
講座を開催します。
受講期間令和3年5月～令和4年3月
土曜日（月2～3回）※全20回
9時30分～11時30分
5月15日（土）開校式
所クリスタルアージョ
対象市内在住、または在勤の方（経
験不問）
定員20人程度
料無料
※初めての方はテキスト代3,240円
申込締切 4月30日（金）
問社会福祉法人清風会（担当：光永）
　☎43-0611　 43-0180

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

トピックスその他
の

お知ら
せ

横田財産区議会議員
一般選挙の結果

立候補者数が定数を超えなかった
ため、無投票で当選人（定数12）を
決定しました。※届出順
田中 照明　戌谷 誠 
花房 護　　下原 秀人 
下原 英治　久保 伴夫 
岡川 元春　平川 正治 
増田 雄三　原田 憲義 
新宅 光博　六箱 靜夫　 
問選挙管理委員会事務局
　☎・お太助フォン42-1136
　 42-1375

石綿含有珪
けい

藻土バスマット等
廃棄時は事前確認してください

規制基準値以上の石綿を含む製品
（珪藻土バスマットやコースター
など）は、法令に定められた方法で
処理する必要があります。
■捨てる前に確認してください
▪石綿含有製品に該当しないか厚
生労働省のホームページ等で確認
してください。
※該当する場合はメーカーや販売
店に回収を依頼してください。
▪石綿含有製品ではない珪藻土バ
スマットやコースターは「燃えない

※詳しい内容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。

自衛官募集～平和を仕事にする～
募集項目 応募資格 受付期間 試験日

自衛官候補生 18歳以上33歳未満の者 年間を通じて行っております 受付時にお知らせします

一般曹候補生 18歳以上33歳未満の者 3月1日～5月11日 1次：5月21日～5月30日いずれかの日
2次：別に指定された日

予備自衛官補
一般 18歳以上34歳未満の者

1月6日～4月9日 4月17日～4月21日
いずれか指定された1日技能 18歳以上で国家免許資格等を有する者

※詳しくはお問い合わせください

医科・歯科幹部 医師免許または歯科医師免許を取得している者 
※詳しくはお問い合わせください 2月1日～6月11日 6月25日

一般幹部候補生
大卒 22歳以上26歳未満の者

3月1日～4月28日
1次：5月8日・9日（飛行要員のみ）
2次：別に指定された日
3次：飛行要員のみ別に指定された日院卒 20歳以上28歳未満の者

イベント・
企画展情報八千代の丘美術館

TOKUBETU企画展
2005年結成 「四季の里写友会」思い出写真展

2019年度、2020年度の入館作家から寄贈していただいた作品展を開催します。
【G棟】第18期入館作家寄贈作品展　【H棟】第19期入館作家寄贈作品展

□4月3日（土）～5月31日（月）　□TOKUBETU企画展示室【I棟】

 Ａ棟 宮本 佳子〈洋画〉
 B棟 三好 千世子〈洋画〉
 C棟 南 昌伸〈立体〉
 D棟 中垣 満〈クリアグラフ〉
 E棟 平井 弘光〈洋画〉
 F棟 梅田 美春〈染色工芸〉
 Ｊ棟 難波 英子〈洋画〉
 K棟 平末 初子〈日本画〉
 L棟 岡本 礼子〈洋画〉

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

☎・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人を含む）無料

第20期入館作家 常設展 【1st season】

4月4日（日）

今田 香〈陶芸〉田村 元〈洋画〉

 M棟 田村 元〈洋画〉
 N棟 今田 香〈陶芸〉
 O棟 田原 馨〈洋画〉 

同時
開催

時 所

問自衛隊可部募集案内所　☎082-815-3980

検索広島地本

□選挙管理委員会事務局　☎・お太助フォン42-1136問

参議院
広島県選出議員
再選挙

〈 投票期間 〉 4月9日（金）～24日（土）
〈 受付時間 〉 8時30分～20時

〈 投票期間 〉 4月18日（日）～24日（土）
〈 受付時間 〉 8時30分～20時

「選挙公報」は、新聞折込、市役所本庁・各支所等への設置で配布する予
定です。希望する方には郵送しますので、送付先を事前に選挙管理委員
会事務局へお知らせください。　※無投票のときは「選挙公報」を発行しません。

希望する方へ選挙公報を郵送します

クリスタル
アージョ

各支所

期日前
投票

4/25（日
）

投開票

安芸高田市ふるさと納税寄附金額（2月分合計）

□地方創生推進課　まちづくり支援係　☎・お太助フォン42-2124問

〈 寄附件数 〉 410件　〈 寄附額 〉8,132,000円
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