
※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。

防衛大学校

推薦

18歳以上21歳未満の者
9月5日～9日

9月28日・29日

総合選抜 1次：9月28日
2次：11月2日・3日

一般 9月5日～30日 1次：11月9日・10日
2次：12月10日～14日のいずれか指定された日

防衛医科大学校
医学科

18歳以上21歳未満の者 9月5日
～9月30日

1次：10月26日・27日
2次：12月11日～13日のいずれか指定された日

看護学科 1次：10月19日
2次：11月30日・12月1日のいずれか指定された日

あきたかた市民文化祭
「展示芸術の祭典」
絵画、書、生け花など市民の様々な
創作作品を展示。初日はオープニン
グアトラクションとして消防音楽隊
のロビーコンサートが行われます。
最終日はアロハローゼ向原の子ど
も達によるフラダンス、オカリナ奏
者志音さんのロビーコンサートが
行われます。
時9月29日(日)～10月5日(土)　　
　10時～17時（最終日16時まで）
所クリスタルアージョ
問生涯学習課　文化・スポーツ振興係
　☎・お太助フォン42-0054
　 42-4396

高宮田園パラッツォ
秋のロビーコンサート

高宮町在住、平本俊二さんを中心
としたハーモニカグループ「オアシ
ス」が、高い演奏技術で、なじみ深
い曲を演奏します。
時9月6日（金）
　19時30分～
所高宮田園パラッツォ
料無料
問高宮田園パラッツォ
　☎・お太助フォン57-1803
　 57-1804

NHKラジオ
「民謡をたずねて」公開録音
日本を代表する民謡歌手が、全国
各地の民謡の魅力をたっぷりと紹
介するラジオ番組。公開録音の観
覧を希望する方は各文化センター
に設置している申込用紙、またはハ
ガキで申し込んでください。

時10月12日（土）
　13時30分～15時45分
　（開場：12時30分）
所クリスタルアージョ
料無料　※要事前申込
■出演者

〈唄〉成世昌平・木津かおり・稲庭 
淳・木谷有里・塚原ゆかり・梅若晶子

〈演奏〉三味線：笹本壽、笹本寿之・
尺八、笛：米谷智・鳴物：荒井ふみ
子、田辺三花・はやし詞：西田美和、
西田美和利
問生涯学習課　文化・スポーツ振興係
　☎・お太助フォン42-0054
　 42-4396

募集
応募して

みませんか？ 

人権啓発連続講座
受講生募集

身近な人権問題をテーマに全3回
の講座を開催しています。
■第3回
　憲法のお話し「檻の中のライオン」
時10月1日（火）
　13時30分～
講師弁護士　楾

はんどうたいき

大樹さん

所クリスタルアージョ
問 申吉田人権会館
　☎・お太助フォン42-2826
　 42-2831
　 yo-zinken@city.akitakata.jp

世界の料理教室　アメリカ料理
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。用
意するのはエプロンだけ。気軽に参
加してください。
時10月2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NPO法人安芸高田市国際交流協会
　☎・お太助フォン42-5630
　 aica@ajisai.ne.jp

ふるさと魅力発見ツアー
広島広域都市圏の魅力が体験でき
るツアー「うさぎの島と老舗蔵元見
学に秋のローズフェスタ」を開催し
ます。
■主な立寄場所
・「うさぎの島」竹原市大久野島
・三原市「醉心山根本店蔵元」見学
・世羅高原「秋のローズフェスタ」
・道の駅世羅
時10月21日（月）
　8時～18時
所集合解散：広島駅新幹線口（南区
松原町1-2）
料6千円／1人
　（交通費、昼食代込）
定員40名（先着）
問 申広交観光株式会社
　☎082-238-4930

歴史民俗博物館公開講座
■日本人移民の歴史
　～広島県を中心に～
広島県は移民県と呼ばれています。
明治以降、高田郡（現：安芸高田市）
も同様に多くの方がハワイをはじ
め北米・中南米などへ渡っていま
す。なぜ移民の道を選んだのか、海
外でどのような暮らしを送ったの
か。移民の足跡を辿ります。
時9月8日（日）
　13時30分～15時30分
所歴史民俗博物館
料無料
定員60名（先着）　※要予約
講師安藤福平さん（元広島県立文
書館副館長）
問歴史民俗博物館
　☎・お太助フォン42-0070

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
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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 9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

12日(木)

13時～16時

吉田人権会館
予8月22日（木）より
吉田人権会館☎・お太助フォン42-2826

26日(木) 向原支所
予9月12日（木）より
向原支所
☎・お太助フォン46-3111

行政相談

八千代

行政に関する困りごとや
意見など
相行政相談委員

17日(火) 13時～15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 27日(金) 10時～12時 高宮支所

向原 10日(火) 10時～12時 向原支所

吉田
5日(木)

19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 12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

相続・遺言
成年後見相談会

相続・遺言・後見制度
に関して

2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

17日(火) 13時～16時 たかみや人権会館 たかみや人権会館
☎・お太助フォン57-1330

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

14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

6日(金) 18時30分～
20時30分

吉田人権会館 広島断酒ふたば会（中田克宣）
☎090-4802-1865

9日(月)

15日(日) 13時30分～
15時30分

20日(金) 18時30分～
20時30分

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☎46-5760

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

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）
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