
※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　　　　　　　　　　　年間を通じて
行っています 受付時にお知らせします。

陸上自衛隊
高等工科学校生徒

推薦 中卒（見込含）
17歳未満の男子

11月1日～29日 令和2年1月5日・6日のいずれか指定された日

一般 11月1日～
令和2年1月6日

1次：令和2年1月18日
2次：令和2年1月31日～2月3日のいずれか指定された日

■「明治維新150年を問う」
～維新で人々は幸せになったのか～
講師

千
ちもとひでき

本秀樹さん
（筑波大学名誉
教授）
時10月11日（金）
13時30分
～15時30分
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

募集
応募して

みませんか？ 

世界の料理教室
ブラジル料理

外国人講師から家庭料理を教えて
もらって一緒に食べる料理教室。楽
しく外国語も学べます。男女問わず
ご参加ください。

時11月6日（水）　10時30分～14時
所クリスタルアージョ
料1,200円

（国際交流協会会員：800円）
定員20名
※定員に達しない場合は中止とな
る場合があります。
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

三次高等技術専門校
令和2年4月入校生募集

■募集訓練科等
・自動車整備科
　（期間：2年／高卒見込者)
・溶接加工科（期間：1年）

・建築科(期間：1年)
・介護サービス科(期間：6か月)
※見学希望の方は事前に連絡をし
てください。
対象令和元年度卒業生、または卒
業見込みの方
受付期間

9月24日(火)～10月31日(木)※必着
・選考日：11月18日（月）
・選考内容：数学、国語、面接
・合格発表：11月29日（金）
問三次高等技術専門校
　☎0824-62-3439

相談今月の

一日総合相談室の開設
行政相談制度について、広く国民
が理解、認識し、その利用が促進さ
れるよう実施している取り組みの
一環として、特設行政相談所「一日
総合相談室」を開設します。
時 10月18日（金）　10時～15時
所クリスタルアージョ４階小ホール
相談員：国、県、市の相談員や弁護
士、司法書士、行政書士など（予定）
問総務課　行政係
　☎・お太助フォン42-5611
　 42-4376

国税に関する相談
■電話相談
国税に関する一般的な相談に税務
に精通した国税局の職員がお答え
します。
・電話相談センター
　☎42-0008（吉田税務署）
※音声案内に従い「1」番を選択して
ください。
■面接相談　※要事前予約
電話での回答が困難な相談内容

（書類や具体的な事実関係を確認
する必要がある場合など）は、吉田
税務署で面接相談を受け付けてい
ます。※音声案内に従い「2」番を選
択してください。
問吉田税務署
　☎42-0008（自動音声案内）

お太助バス運賃改定
消費税率改定に伴い、10月1日から
お太助バス（路線バス）の運賃を改
定します。
■最低運賃　170円（従来：160円）
■各区間値上がり額　0～30円
※お太助ワゴンの運賃は変更しま
せん。
問政策企画課　企画調整係
　☎・お太助フォン42-5612
　 42-4376

ハロウィンジャンボ宝くじ
販売開始

ジャンボなハロウィンで大収穫！
今年のハロウィンジャンボは1等・
前後賞合わせて5億円！ハロウィン
ジャンボミニは1等・前後賞合わせ
て3千万円！
発売期間

9月24日（火）～10月18日（金）
料300円／枚
この宝くじの
収益金は市町
村の明るいま
ちづくりや環
境対策、高齢
化対策など地
域住民の福祉
向上のために
使われます。　
問（公財）広島県市町村振興協会
　☎082-223-6545
　 082-211-1882

2019秋の収穫祭人権セミナー
近代史を考える講演会

明治維新から150年、人々は幸せに
なったのか。日本の近代史を政治・
経済・文化の側面から考えます。

時日時　問お問い合わせ先　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

時日時　問お問い合わせ先　所場所　予予約　備備考　料料金　申申込　相相談員 10月の相談
相談会名 相談内容 場所 日にち 時間 予約・お問い合わせ

行政相談
行政に関する困りごとや
意見など
相行政相談委員

吉田人権会館 3日(木)
17日(木) 10時～15時

総務課
☎・お太助フォン42-5611
☎・お太助フォン42-2111(代)

美土里支所 15日(火) 10時～12時

高宮ハーモニー広場 20日(日) 9時～15時

甲田支所 29日(火) 13時30分～
15時30分

向原支所 8日(火) 10時～12時

くらしの総合相談 相続や後見制度等、様々な暮
らしの相談事

吉田人権会館 3日(木)
17日(木) 10時～15時 吉田人権会館

☎・お太助フォン42-2826

甲田人権会館 10日(木) 13時～16時 甲田人権会館
☎・お太助フォン45-4922

相続・遺言
成年後見相談会

相続・遺言・後見制度
に関して

八千代人権福祉センター 7日(月)

13時～16時

八千代人権福祉センター
☎・お太助フォン52-7500

美土里支所 11日(金) 美土里支所
☎・お太助フォン54-0311

たかみや人権会館 15日(火) たかみや人権会館
☎・お太助フォン57-1330

向原支所 16日(水) 向原支所
☎・お太助フォン46-3111

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

クリスタルアージョ
研修室301 3日(木) 14時～15時45分

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 吉田人権会館

4日(金) 18時30分～
20時30分 広島断酒ふたば会（中田克宣）

☎090-4802-1865
18日(金)

27日(日) 13時30分～
15時30分

生活困窮者相談 生活保護など生活困窮に関して 電話・窓口相談 平日 8時30分～17時15分 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

電話・窓口相談 平日 8時30分～
17時30分

障害者基幹相談支援センター
☎・お太助フォン47-1080

電話・窓口相談 平日 8時30分～17時 清風会つぼみ☎47-2092

電話・窓口相談 平日 9時～18時 相談支援事業所もやい☎46-5760

高齢者相談 高齢者に関して 電話・窓口相談 平日 8時30分～
17時30分

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 電話・窓口相談 月・金 9時30分～12時

13時～16時30分
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 電話・窓口相談 平日 9時～17時 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 電話・窓口相談 平日 9時30分～18時 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

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 電話相談 平日 19時～翌8時 ☎局番なしの＃8000

（携帯電話からも利用可）
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