
※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。 検索広島地本

自衛官募集　～平和を仕事にする～ 問自衛隊可部募集案内所　☎082-815-3980

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
（応募資格の詳細はお問い合わせください）

年間を通じて
行っています

受付時にお知らせします。
※詳細はお問い合わせください。

陸上自衛隊高
等工科学校
生徒（男子）

一般 中卒（見込含）17歳未満の者 11月1日～
翌1月7日

1次：平成31年1月19日
2次：平成31年2月1日～4日のいずれか指
定する1日

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　相相談員 12月の相談
相談会名 相談内容 日にち 時間 場所 予約・お問い合わせ

巡回無料弁護士
相談会

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

13日(木)

13時～16時

吉田人権会館
予11月22日（木）より
吉田人権会館☎・お太助フォン42-2826

27日(木) 八千代人権福祉センター
予12月13日（木）より
八千代人権福祉センター
☎・お太助フォン52-7500

行政相談

美土里

行政に関する困りごとや
意見など
相行政相談委員

10日(月) 10時～12時 美土里支所
総務課
☎・お太助フォン42-5611
☎・お太助フォン42-2111(代)

高宮 21日(金) 10時～12時 高宮支所

甲田 11日(火) 13時30分～15時30分 甲田支所

向原 11日(火) 10時～12時 向原支所
吉田

6日(木)
20日(木) 10時～15時 吉田人権会館 吉田人権会館

☎・お太助フォン42-2826

くらしの総合相談

国の機関へ苦情や意見・暮ら
しの心配事
相続や後見制度等、様々な暮
らしの相談事 13日(木) 13時～16時 甲田人権会館 甲田人権会館

☎・お太助フォン45-4922

総合相談
高宮会場 様々な暮らしの心配事 11日(火)

25日(火) 18時～20時 たかみや人権会館
予相談日の5日前まで
たかみや人権会館☎・お太助フォン57-1330

相続・後見相談会 相続・後見制度に関して 3日(月) 13時～16時 八千代人権福祉センター 八千代人権福祉センター
☎・お太助フォン52-7500

年金・労働
無料相談会

年金・労働のお悩み、障害年
金請求の記入方法など
相社会保険労務士

8日(土) 14時～15時45分 クリスタルアージョ
研修室301

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

断酒会 ご自身やご家族のお酒に関する
お悩み

7日(金) 18時～21時

吉田人権会館 広島断酒ふたば会（中田克宣）
☎090-4802-1865

10日(月) 18時～21時
17日(月) 18時～21時
24日(月) 13時～16時

生活困窮者相談 生活保護など生活困窮に関して 平日 8時30分～17時15分 電話・窓口相談 社会福祉課☎・お太助フォン42-5615

障害者相談 障害者やその家族の方などの
お悩み

平日 8時30分～
17時30分 電話・窓口相談 障害者基幹相談支援センター

☎・お太助フォン47-1080

平日 8時30分～17時 電話・窓口相談 清風会つぼみ☎47-2092

平日 9時～18時 電話・窓口相談 相談支援事業所もやい☎45-2320

高齢者相談 高齢者に関して 平日 8時30分～
17時30分 電話・窓口相談 地域包括支援センター

☎・お太助フォン47-1132

消費生活相談 悪質な商取引に関する消費者
相談 月・金 9時30分～12時

13時～16時30分 電話・窓口相談 消費生活相談室
☎42-1143

県民相談 離婚・相続・近隣トラブル、交
通事故など 平日 9時～17時 電話・窓口相談 広島県生活センター

☎082-223-8811

お太助フォン相談 お太助フォンに関する相談 平日 9時30分～18時 電話・窓口相談 CBBS(中国ブロードバンドサ ー ビ ス 株 
式 会 社)☎45-7017お太助フォン99-5500

子育て
支援センター

子育てのお悩み
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

平日 8時30分～
17時15分 電話・窓口相談 子育て支援課　児童福祉係

☎・お太助フォン47-1283

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・発達に関して
相こども発達支援員

平日 8時30分～
17時15分 保健センター2Ｆ

こども発達支援センター
☎・お太助フォン47-4151
申電話受付

地域子育て
支援センター

育児相談やアドバイス
相保育士 保育所開所時 吉田保育所

小田東保育所
吉田保育所☎・お太助フォン42-0662
小田東保育所☎・お太助フォン45-2118

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の
アドバイス 平日 19時～翌8時 電話相談 ☎局番なしの＃8000

（携帯電話からも利用可）

うちでは7歳のお姉ちゃんと4歳の妹、どちらも1歳になる
頃から読み聞かせを始めました。ちょっと早いと思う方
もいるかもしれませんが、そのおかげで2人とも言葉を発
するのが早く、文字も早く読めるようになりました。“勉
強”としてではなく、自然に文字に親しむことができるの
でおすすめです。普段はバタバタしていますが、読み聞か
せをしている時間は、子どもとしっかり向き合ってゆっく
りと過ごすことができます。想像力がつき、自分で絵本を
作ったりして遊ぶこともあるんですよ。まずはお母さん自
身が好きだった絵本をぜひ見せてあげてください。

絵本の読み聞かせで文字に親しむ

子育てに役立つプチ情報！ みなさんからの投稿もおまちしています。

みゆかちゃん、
かのんちゃんとママ

吉田町

湯浅　陽太くん（Ｈ28.4.16 生）

「元気に育ってね」

          ゆあさ　          ひなた 吉田町

石川　愛幸ちゃん（Ｈ28.4.18 生）
「すくすくと元気に大きくなぁれ！」

      いしかわ         　あこ

吉田町

須安　茉夢ちゃん（H28.4.23 生）

「たくさん笑ってね♡」

        すやす　           まゆ

吉田町
野口　莉玖くん（Ｈ28.5.13 生）

「大きく育ってね」

          のぐち　           りく

日時：12月21日（金） 10：00～10：30

場所：保健センター

2歳6か月児相談

次回はここで撮影します！

●お問い合わせ
総務課秘書広報室
☎・お太助フォン42-5627

※受付時間

わたしのワンピース
にしまき かやこ／著　こぐま社／刊

子どもたちは擬音や
同じ言葉を繰り返す
絵本が大好き

子どもたちは擬音や
同じ言葉を繰り返す
絵本が大好き

日時 12月3日（月） 10時～15時 12月6日（木） 10時～15時

場所 八千代人権福祉センター 吉田人権会館

特設人権総合相談
「人権週間」に合わせ、特設人権相談所を開設し、人権擁護委員が相談をお受けします。
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