緑の募金にご 協 力 を
問広島県みどり推進機構江
田島市支部事務局（農林振
興課内） ☎ ( ２)７６９

かけています。この募金への
ご理解・ご協力をお願いしま
す。
家庭募金の目標額
１世帯当たり年間１００円
募金の使いみち
緑の少年団の活動、海を育
てる森づくり事業や、学校・
地域などが児童・生徒・住民
などの協力を得て行う事業の
活動費用に対して、助成をし
ています。

特別慰労品を贈呈
問社会福祉課社会福祉係
☎ ( ３)１７７（代）
独立行政法人平和祈念事
業特別基金
☎０１２０ ２(３４ ９)３３
いわゆる恩給欠格者、戦後
強制抑留者、外地等からの引
揚者本人に、改めて内閣総理

平成 年３月 日

請求してください。
請求期限
まで
１人で漁業を行う場合の
ライフジャケット着用が義務化
問呉海上保安部警備救難課
☎ ( ０)１１８
法律が改正され、漁船に１
人で乗船して漁業を行う場合
は、ライフジャケットを着る
ことが義務化されました。違
反した場合は、免許停止など
の行政処分を受けることがあ
ります。

障害者陸上競技大会を開催

日時 ５月 日（日）
場所 東広島運動公園（アク
アパーク）陸上競技場（東広
島市西条町田口
１
―）
参加資格 広島県在住で、平

☎０８２（４２５）６８００

問 広島県障害者リハビリテー
ションセンター・スポーツ交
流センター「おりづる」

大臣名の特別慰労品を贈呈し
ています。
これまでに内閣総理大臣名
の書状などを受け取った人
や、書状を受け取る資格があ
っても請求していない人も対
象になります。
請求書は、本庁、支所、福
祉事務所に置いてありますの
で、それを利用して独立行政
法人平和祈念事業特別基金へ

☎（40）２７６２

本市など11市２町で構成する広島広域都市圏形成懇談会では、サン
フレッチェ広島の公式戦チケット（ＳＳ指定席ペアシート）を、市内
在住の小・中学生と保護者のペア２組にプレゼントします。

第 回江田島市駅伝大会（２
月 日・市内）

女子の部
１位 大柿陸上クラブ
２位 江田島小学校Ａ
３位 江田島小学校Ｂ

問企画振興課企画係

31

（市内関係分・敬称略）

スポーツの

結果

67

第２回江田島市ファミリー駅
伝大会（１月 日・総合運動
公園）

サンフレッチェ広島公式戦チケットをプレゼント
一般男子の部
２位 海自幹部候補生学校
中学男子の部
１位 能美中学陸上部
２位 江田島中学校陸上部
３位 大柿中学陸上部
女子の部
２位 能美中学陸上部女子

17 31

21

26

ファミリーの部
１位 ファイターズ
２位 チーム松永
３位 島田塾
男子の部
１位 ドラゴン
２位 ロデオ
３位 チーム中町
15

自然は、私たちみんなのも
のです。今、世界的な規模で
森林が荒れて地球の温暖化が
進んでおり、環境問題への取
り組みが強く求められていま
す。
森林や緑は、私たちの身近
な生活や地球環境を守ってい
ます。将来に向かって、今私
たちができることとして郷土
の緑化を推進し、かけがえの
ない地球の緑を守っていかな
くてはなりません。そのため
に、緑の募金活動を行い、森
林の整備や緑化の推進に取り
組んでいます。
本市では、自治会などを通
じて緑の募金への協力を呼び

成 年４月１日現在 歳以上
の身体障害児・者と知的障害
児・者。
※詳しくは、広島県障害者リ
ハビリテーションセンター・
スポーツ交流センター「おり
づる」まで。
申込期限 ４月８日（火）

国税専門官募 集
問広島国税局人事第二課
☎０８２ ２(２１ ９)２１１

13

40

○昭和 年４月２日以降に生
まれた人で、次の事項に当
てはまる人
①大学を卒業した人か、平
成 年３月までに大学を
卒業する見込みの人
②人事院が①に挙げている
人と同等の資格を持つと
認める人
試験の程度 大学卒業程度
受付期間 ４月１日（火）～
日（月）※ 日の消印有効
第１次試験日 ６月 日（日）
※ 申 込 方 法 や 試 験 日 程 な ど、
詳しくは広島国税局人事第二
課へ。
14

11

28

62

21

40

受験資格
○昭和 年４月２日～昭和
年４月１日生まれの人

14

第 回中本杯バドミントンシ
ングルス大会（３月９日・呉
市体育館）

区間賞
一般男子の部
１区…江野脇 雄太（ウイン
ズＲＣ）３区…村上 純（ウ
インズＲＣ）５区…平本 昌
樹（ウインズＲＣ）６区…木
村 文昭（ウインズＲＣ）
中学男子の部
１区…木葉 雅大（能美中学
陸上部）２区…川元 龍太郎
（能美中学陸上部）３区…古
本 慶 次（ 能 美 中 学 陸 上 部 ）
４区…原井 辰太郎（能美中
学陸上部）５区…向井 達也
（能美中学陸上部）６区…西
塔 拓 己（ 能 美 中 学 陸 上 部 ）
７区…江郷 一貴（能美中学
陸 上 部 ）・ 宇 根 大 志（ 江 田
島中学校陸上部）

招待試合 ４月20日（日）ヴァンフォーレ甲府戦（広島ビッグアーチ）・午後４時キックオフ
応募方法 はがき、Ｅメールやファックスで、参加希望者の住所、氏名、年齢、電話番号を記入
し、申し込んでください。（電話での申し込みは不可）
応募期限 ４月10日（木）必着
応 募 先 〠７３７―２３９２江田島市能美町中町４８５９番地９
江田島市企画振興課「サンフレッチェ広島チケットプレゼント係」
ＦＡＸ （40）２０７２
Ｅメール kikaku@city.etajima.hiroshima.jp
当選発表 当選者へのチケット発送をもって発表に代えさせていただきます。
※提出された個人情報は、申込資格の確認とチケット発送に関する作業のためのみに利用し、そ
のほかの目的には利用しません。
男子ジュニア低学年の部
２位 尾田 海玖里（鹿川小）
男子ジュニア中学年の部
２位 船崎 亮太（鹿川小）
男子ジュニア高学年の部
３位 野村 源己（中町小）
女子ジュニア低学年の部
１位 内藤 遥佳（鹿川小）
女子ジュニア低学年の部
３位 花崎 ゆうか（鹿川小）

17

54

問江田島市陸上競技協会（平日は午後５時以降）
小道☎０９０（８７１１）１７６４
平井☎０９０（６４１９）９９４９
日時 ５月17日（土）※雨天順延
午前８時～８時30分受け付け・午前９
時30分競技開始
場所 総合運動公園 多目的広場
種目 ①50ｍ（小学１～３年生・男女）
②80ｍＨ（小学４～６年生・男女）
③１００ｍ（小学４年～６年生・中学
生男女・一般男女）
④２００ｍ（中学生男女・一般男女）
⑤４００ｍ（中学生男女）
⑥８００ｍ（小学５～６年生女子・中
学生男女）
⑦１０００ｍ（小学５～６年生男子）
⑧１５００ｍ（中学生男女・一般男女）
⑨３０００ｍ（中学生男女・一般男女）
⑩４×１００ｍＲ（小学生・中学生・
一般男女）
⑪走幅跳（小学生・中学生・一般男女）
⑫走高跳（小学生・中学生・一般男女）
⑬砲丸投（中学生・一般男女）
⑭ソフトボール投げ
※②、③、⑩、⑪、⑫、⑭は、６月22日
（日）開催の小学生全国大会県予選（５・６
年生）出場対象種目。
参加資格 小学生以上の男女
参加制限 １人２種目以内（リレーは除く）
参加料 小中学生３００円
高校生以上５００円（当日徴収）
申込方法 所定の申込書に記入し、直接提
出、郵送、E メールいずれかで申し込み。
申込用紙は、ＮＰＯ法人江田島市スポー
ツ振興協議会のホームページ (http://npo
-esk.que.jp) からダウンロード可能。
申込先
①郵送・直接提出…〠７３７―２１０１
江田島市大柿町飛渡瀬１２３４番地
江田島市総合運動公園 あて
② E-mail…admin@npo-esk.que.jp
申込期限 ４月 25 日（金）（期限厳守）
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江田島市陸上競技
選手権大会参加者募集
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Information

