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問 お問い合わせ先

所 場所

介護者」の増加です。
この講演会で
は、
男性問題としての介護問題を掘
り下げます。
時 7月13日
（土） 13時30分～15時
・テーマ
「介護する息子たち」
講師 東京都健康長寿医療センター
研究所 福祉と生活ケア研究チー
ム研究員 平山亮さん

サンフレッチェ広島
試合観戦無料招待
安芸高田市、
安芸郡在住の方を対象
に、8月3日(土)エディオンスタジア
ム広島で行われる試合にペア1,000
組、
2,000名の方を招待します。

料 無料

応募方法

問 甲田人権会館

お知らせ

右記QRコードから
申し込みフォームに
アクセスし、応募し
てください。
申込締切 7月24日
（水）

当選者には7月27日(土)までに電
子招待券(QRコード)の受け取り
方法の案内メールが届きます。
※メールのセキュリティ設定をして
いる方は@sanfrecce.co.jpからの
メールを受信できるよう設定してく
ださい。
※1度の申し込みで2名招待です。
問 株式会社サンフレッチェ広島
でんどう
☎082-275-5032
（担当：傳道）

「息子介護」
を考える講演会

高齢の親を、
誰がどう看るのか。
「親
の介護」問題も、社会の変化を受け
て様変わりしています。
その変化の
ひとつが、親を介護する男性「息子
広告

予 予約

備 備考

料 料金

申 申込

サマージャンボ宝くじ発売

『 祝・
「 令 和 」最 初 の 夏！2つのサ
マーで運開き！』
サマージャンボ宝くじは、1等・前後
賞合わせて7億円！同時発売のサ
マージャンボミニは、1等・前後賞合
わせて5,000万円！この宝くじの収
益金は市町の明るく住みよいまち
づくりに使われます。
発売期間 7月2日
（火）～8月2日
（金）
料 300円／1枚
問（公財）
広島県市町村振興協会
☎082-223-6545
082-211-1882

所 甲田文化センターミューズ

☎・お太助フォン45-4922
45-4660

経済センサス基礎調査の実施

6月中旬から11月にかけて、すべて
の産業分野における事業所を対象
に、調査員が事業所の外観等から
活動状態等を確認します。新たに
把握した事業所には調査票を配布
します（回答はインターネットでも
可能です）。
■経済センサス基礎調査
我が国の産業分野における事業所
の活動状態等の基本的構造を明ら
かにすること等を目的に、総務省が
実施する調査。統計法に基づき報
告義務があります。
問 政策企画課 企画調整係
☎・お太助フォン42-5612
42-4376

広島県立三次看護専門学校
オープンスクール開催
看護教育の内容や学生生活の様子
など、本校の魅力を伝えるためオー
プンスクールを開催します。
時 8月2日
（金）

13時～15時30分
（受付：12時30分～）
対象 中学生、
高校生、社会人、准看
護学生、看護に興味のある方
内容 教育内容説明、
校内見学、講義

受講体験、個別相談、看護技術体験
(身体観察、血圧測定、手浴、新生児
もくよく
の沐浴、注射法など)。学生生活、入
学試験過去問題、
テキストなども展
示します。
申 不要

市議会地域懇談会

地域の実情を把握し、行政課題の
解 決や政 策 提 案につなげるため
地域懇談会を開催します。懇談は
グループに分かれ、
テーマ
（公共交
通、行政財産、子育て支援、高齢者・
障害者福祉、鳥獣害対策、営農な
ど）に沿った意見交換を中心に行
います。
時・吉田町……7月17日
（水）
・美土里町…7月19日
（金）
・八千代町…8月1日
（木）
・高宮町……8月5日
（月）
・向原町……8月7日
（水）
・甲田町……8月9日
（金）
※時間は全て19時～21時
所 各文化センター

0824-62-0954

☎・お太助フォン42-5621
47-0250

盲導犬給付事業

視覚に障害のある方の社会参加を
促進するため、広島県では盲導犬
給付事業を実施しています。
※給付には要件があります。
申込締切 ７月29日
（月）
問 社会福祉課 障害者福祉係
☎・お太助フォン42-5615
42-2130

庁舎敷地内が禁煙になります

7月1日（月）から本庁・支所庁舎敷
地内を禁煙とします。詳しくは、市
ホームページをご覧ください。
問 総務部総務課 職員係
☎・お太助フォン42-5611
42-4376

第25回参議院議員通常選挙

今夏、任期満了に伴う第25回参議
院議員通常選挙が執行される予定
です。
詳細が決定されましたら、新聞折
込・ホームページ・お太助フォンな
どでお知らせします。
問 選挙管理委員会事務局
☎・お太助フォン42-1136
42-1375
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募集

日本語学習支援者募集

本市には、日本語を勉強したい外
国の方が多数おられますが、日本
語学習を支援するボランティアが
不足しています。外国の方に日本語
を覚えてもらい、交流することで、
より良いまちづくりにもつながりま
す。興味のある方はお問い合わせく
ださい。
問 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
47-1206

※高宮町は高宮支所
問 議会事務局

所 問 広島県立三次看護専門学校

〒728-0023
三次市東酒屋町10518-1
☎0824-62-5141

して
応募 か？
せん
みま

三次高等技術専門校
仕事体験入学・10月入校生募集
■仕事体験入学
自動車整備、板金溶接、建築大工、
介護の仕事体験入学、就職相談な
どを行います。
時 ①7月25日
（木） 9時～15時
（午前、午後で別の科を体験）
②8月20日
（火） 9時～12時
対象 中学生、
高校生の生徒、一般求

掛ける中小企業診断士を講師に迎
え、セミナーを開催します。成功す
る起業家の秘訣や選ばれるための
コンセプト設計、数値を経営に活か
す方法などが学べます。
時 7月21日
（日）
・28日
（日）
9時30分～17時
所 クリスタルアージョ

研修室203
料 無料 定員 20名
（先着）
申込期限 7月9日
（火）
問 申 安芸高田市商工会
☎42-0560

失語症者向け
意思疎通支援者養成研修
失語症者の自立と社会参加を図る
ための支援者養成研修を開催しま
す。
この研修は、失語症者の外出場
面などでのコミュニケーションを
助ける支援者を養成するもので、講
義、実技により必要な知識と技術を
習得し、修了者は、広島県登録者名
簿に登録されます。
応募資格 受講後に失語症者支援に

携わることのできる18歳以上の方
申込期限 7月20日
（土）
時 令和元年8月～令和2年2月
（全9回）

職者、進路指導担当者

所 広島市東区地域福祉センターなど

応募方法

問 申 広島県言語聴覚士会事務局

参加申込書に必要事項を記入し、
郵送、
またはFAXで申し込み。
応募期間 7月1日
（月）～12日
（金）
※希望者多数の場合は先着順
■10月入校生募集
○介護サービス科
・期間：6か月
・年齢制限：なし
見学はいつでもできますので事前
に連絡をしてください。

☎082-921-3230
082-921-3237

こころが“ほっ”とする標語募集

人権、男女共同参画、青少年育成、
多文化共生に関することで、
その意
味や大切さの理解を深め、
豊かな人
権感覚や人を尊重する気持ちを育
むことができる標語を募集します。
応募期間 7月31日
（水）
まで

応募期間

対象 本市にお住まいの方

7月1日(月)～8月22日
（木）
問 広島県立三次高等技術専門校
三次市十日市南6丁目14-1
☎0824-62-3439

申 郵送、
持参、
メールにて受付

安芸高田市商工会主催
「創業支援セミナー」
市で創業を目指す方や、創業間も
ない方向けに、新規創業支援を手

○送付先
〒731-0592 吉田町吉田791番地
市民部人権多文化共生推進課
zinkentabunka@city.akitakata.jp
問 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
47-1206
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