
第33回青少年の声を聞く会
向原こばと園・向原小・中・高の児
童、生徒による意見・活動発表を行
います。子どもたちの声に耳を傾け
てみてください。

時 11月10日（土）　13時～16時
所向原生涯学習センターみらい
主催：青少年育成安芸高田市民会
議向原町支部
問向原支所
　☎・お太助フォン46-3111
　 46-2866

空き家活用セミナー
広島市主催(広島広域都市圏空家
等対策研究会共催)の空き家活用に
関するセミナーが開催されます。
時11月10日(土)　10時～12時　　　　　
所広島市総合福祉センター（広島市
南区松原町5-1 BIGFRONTひろしま)
内容既存住宅現況調査、空き家問題
と相続、活用できる住宅ローンにつ
いてなど専門家団体と行政が連携
して空き家活用の事例や注意点を
紹介します。
定員先着100名　料無料
申込期限11月8日(木)
問広島市住宅政策課
　☎082-504-2292

年末調整・消費税軽減税率制
度説明会
時■年末調整説明会
11月16日（金）　10時～11時30分
／13時30分～15時
■消費税軽減税率制度説明会
11月16日（金）　11時30分～12時
／15時～15時30分
所クリスタルアージョ４階小ホール
問吉田税務署　調査部門
　☎42-0210(直通)

来てみんさい「技能祭」
時11月3日（土・祝）　10時30分～14時
所広島県立三次高等技術専門校

※利用無料、秘密厳守
https://www.pref.
hiroshima.lg.jp/site/
roudouiinkai/
問広島県労働委員会
事務局　☎082-513-5162

個人住民税の特別徴収のお願い
平成32（2020）年度から、県内すべ
ての市町で、従業員の方の個人住
民税（市民税・県民税）は原則すべ
て特別徴収となります。個人住民税
を特別徴収されていない方につい
て、特別徴収に切り替えていただき
ますよう、事業主のみなさまのご協
力をお願いします。
問税務課　市民税係
　☎・お太助フォン42-5614
　 42-2130

（三次市十日市南六丁目14-1）
内容自動車整備科・溶接加工科・建
築科・介護サービス科の実習場公
開・体験コーナー／スタンプラリー
で粗品をゲット／いい物あるよ!!実
習作品・紙太鼓などの即売、飲食物
のバザー／子ども向けの芋掘り・積
み木大会・働く車展示
問広島県立三次高等技術専門校
　☎0824-62-3439

雇用のトラブルまず相談
広島県労働委員会では、公益委員、
労働者委員、使用者委員の３者構
成による「あっせん」で、パワハラ、解
雇・雇止め、賃金引下げなどをめぐ
るトラブルを、話合いにより事業主
と労働組合・労働者個人との紛争の
円満な解決をお手伝いします。

〈 平成30年7月豪雨に対する寄附状況 〉
たくさんのご支援ありがとうございます

8月21日～9月20日　11件　1,523,196円

合計 36件　8,356,975円（9月20日現在）

ふるさとチョイス災害支援　合計 236件　4,174,692円（9月20日現在）

［ 団体名 ］ ［ 代表者 ］ ［ 所在地 ］
山形県小国町議会議員会 議長　高野 健人 山形県西置賜郡
(株)田中モータース 代表取締役　田中 信義則 東京都足立区

（一社）安芸高田市歯科医師会 会長　山﨑 信義 安芸高田市吉田町
(有)鐵製工 代表取締役　武藤 義夫 東京都葛飾区

（一社）安芸高田市建設業協会 理事長　和田 一雄 安芸高田市吉田町
学校図書(株) 代表取締役社長　中嶋 則雄 東京都北区
防府市役所 職員有志一同 山口県防府市
茨城県八千代町議会 議長　上野 政男 茨城県結城郡
安芸高田市ふるさと応援の会関西地区 会長　児玉 徹 兵庫県芦屋市
広島県立吉田高等学校関西地区同窓会 会長　佐々木 敬文 兵庫県神戸市北区

（公社）安芸高田市シルバー人材センター 理事長　沖田 一夫・会員一同 安芸高田市吉田町

感謝状贈呈

多数の企業や団体等からいただいているこの寄附金は
市の災害復旧等に活用させていただきます。

平成30年7月豪雨災害への寄附
（9月4日までの受領分）に対し、
市長から感謝状を贈呈しました。

八千代の丘美術館
企画展「小田善郎展」

山口県在住の
洋画家「小田
善郎」による
子どもの顔遊
びやさまざま
なストーリー
を想像させる
作品の企画展を開催しています。
時12月3日（月）まで※火曜日休館
所八千代の丘美術館TOKUBETU 

〈Ｈ・Ｉ棟〉企画展示室
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名含）無料
■同時開催
八千代の丘美術館収蔵作品展
～こころを描く～
所八千代の丘美術館TOKUBETU 

〈Ｇ棟〉企画展示室
問八千代の丘美術館
　☎・お太助フォン52-3050
　 52-3051

カップリング交流イベント「素敵
なあなたの出会いinみろくの里」
時11月25日(日)　
11時30分～16時
所みろくの里

（福山市藤江町
638-1）
対象

・結婚希望者
・男性／安芸高
田市在住・女性／結婚を機に安芸
高田市に定住を希望
定員男女各15名（応募多数の場合
は抽選）　料3,000円／一人
申込期限11月9日(金)

※送迎バス有り（本庁7時45分発）
問環境生活課　環境生活係
　☎・お太助フォン42-1126
　 47-1206

農業用軽油免税証の交付申請
を受け付けます
時11月7日（水）・８日（木）
10時30分～15時30分
所クリスタルアージョ4階研修室402
※必要書類等はお問い合わせくだ
さい。
問広島県西部県税事務所
　個人課税課　☎082-513-5366

2018ハートフルフェスタ
第34回人権文化祭

“人を大切にふれあいと交流の輪
を広げよう”をテーマに「お菓子釣
り」や「ビンゴゲーム」「子ども神楽」
など小さなお子さんも楽しめる楽し
くておいしい文化祭を開催します。

時11月３日（土・祝）　10時～15時
所吉田人権会館　※駐車場は吉田
高校アーチェリー部練習場をご利
用ください。　内容ステージ発表、
作品展示、バザーなど
問吉田人権会館
　☎・お太助フォン42-2826
　 42-2831

「拉致問題を考える」
講演・映画上映会

北朝鮮の拉致問題は未だ解決して
いません。もし自分の大切な人が突
然行方不明になったら…。一人ひと
りの力は小さくてもそれが集まれ
ば大きな力になります。「自分事」と
して拉致問題を考えてみましょう。
時11月17日（土）
開会行事／13時～13時10分
■講演／13時10分～14時50分

「北朝鮮による日本人拉致問題に
ついて」～すべての被害者を救出す
るために～

講師

北朝鮮に拉致
された日本人
を救出するた
めの全国協議
会（救う会）
西岡 力会長
■映画上映／
15時10分～
16時40分

「めぐみ～引き
裂かれた家族
の30年～」

料無料
所甲田文化センターミューズ
問甲田人権会館
　☎・お太助フォン45-4922
　 45-4660

税を考える週間
11月11日（日）から17日（土）までは

「税を考える週間」です。吉田税務
署では、公益社団法人高田白木法
人会ほかの共催により、小学生の税
に関する絵はがき・標語の作品展示
や、優秀作品表彰式、税金クイズ等
のイベントを行います。

テーマ「くらしを支える税」 
国税庁では、国民の皆様に租税の意義や役割、税務

行政に対する知識と理解を深めていただくために、毎

年 11 月 11 日から 17 日を「税を考える週間」とし

て、ホームページ等で様々な情報を提供しています。 

詳しくは国税庁ホームペ

ージをご覧ください。 

時11月10日（土）13時30分
　～17日（土）14時30分
所クリスタルアージョ市民ギャラリー
問吉田税務署　☎42-0008

ひと・ゆめ・地域づくりフォーラム
時11月10日（土）　14時～16時
所みよしまちづくりセンター（三次
市十日市西6丁目10-45）
内容・第1部／講演「中山間地域振
興に向けた県の挑戦」[講師]広島県
地域政策局中山間地域振興部長、
木村富美さん　・第2部／三次太鼓
問NPO法人明るい社会づくり運動　
備北協議会　☎0824-55-3420
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開場を盛り上げる「郡山子ども神楽団」
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