日時 ５月 日㈯午前８時 分～
場所 タカノス交流広場（江
田島町切串）

法律相談を開催

小型船舶免許更新・ 失効
講習を開催
問広島海技学院
５月

日㈯受け付け

☎０８２（２５５）８７００
日時
は、午後０時 分～、講習
は午後１時 分～
場所 江田島公民館（江田島
町中央）
準備物 操縦免許証・料金
（受講料７６００円、送料
５１０円、写真代８３０
円）・写真２枚（４・５㎝
×３・５㎝ ）
※住所などの変更がある場合
は、本籍記載の住民票１通

住宅補修無料サービス
問社団法人広島県建築セン
ター協会江田島
☎（５７）０２８０

対象者
６月

江田島市在住者
日㈰

修理日
修理内容
など

雨漏り、建具修理

※補修する際の材料費は個人
６月

日㈬

負担となります。
申込締切
詳しくは当協会までお問い
合わせください。
㈪～㈮（祝日を除

Ｆａｘ （５７）０２８１
受付時間
く）午前９時～午後３時

自治体提携ローンのご案内
問中国労働金庫呉支店
☎（２１）６２４７

江田島市内に居住または勤


務している人に低利な融資制
度があります。
融資内容
▼教育費・冠婚葬祭費・医療
費および介護費

センター協会江田島では、独居

組織する社団法人広島県建築
融資限度額 ３００万円

▼住宅費

返済期間 ５年以内

２００万円

老人や高齢者世帯で自分で家
返済期間 ７年以内

融資限度額

の修 理ができない方のために、
※固定金利はどちらも年利

江田島市の建築関係業者で



半日程 度で終わる住 宅 補 修
１・



５月は自転車マナーアッ
プ強化月間です
問総務課
☎（４０）２２１１

５月１日㈰～ 日㈫の１カ
月間で、「ゆっくりと マナー
を乗せて ふむペダル」を合
言 葉に、自 転 車マナーアップ
強化月間が実施されます。
この運動は、自転車利用者
の交通安全意識の高揚を図り、
交通ルールの遵守と交通マ
ナーの向上により、交通事故
防止と危険・迷惑行為の防止
を図るものです。
自転車利用者は、車道の左
側を通行するなど、自転車は
車両であることを認識し、運
転者は、自転車を見かけたと
きは危険を予測し、自転車の
動きに注意して速度を落とす
など「思いやり運転」を心が
けましょう。
31

日赤社資のお願い

問社会福祉課
☎（４０）３１７７

日本赤十字社は毎年５月に
『赤十字運動月間』に併せて
『赤十字社員増強運動』を
行っています。
この運動は、災害救護活動、
ボランティアの育成、救急
法・家庭看護法の講習の普及
などを目的としています。市
民の皆さまには、これらの赤
十字事業にご理解をいただき、
「社員」に加入して事業資金
のご協力をお願いします。
運動期間中は、自治会の役
員が家庭を訪問しますので、
加入をお願いします。
昨年度の社資募集実績
４５５万４５００円でした。
ご協力ありがとうございまし
た。

えたじま地産地消まつり

無 料サービスを行います。こ
です）

％（別途保証料が必要

のサービスを希望される方は、

「広報えたじま」に掲載する広告を募集してい
ます。申込方法など詳しくは、総務課秘書広報室
☎（４０）２７６３へお問い合わせください。
広告の大きさなど １枠縦46㎜×横170㎜・黒１色
広告の掲載位置 原則「お知らせ」ページの下部
（掲載位置は指定できません）

当協会へお申し込みください。

73

広告を募集中！

▼江田島市
問総務課
☎（４０）２２１１㈹

市民を対象とした市の顧問
弁護士による無料法律相談を
開催します。
日時 ５月 日㈪午前 時～
午後３時
場所 江田島公民館（江田島
町中央）
※相談時間は、１人 分で、
相談人数は８人までです。な
お、事前に予約が必要です。
（電話可）
予約方法 申し込み順で、５
月２日㈪から総務課で受け
付けます。
▼江田島市社会福祉協議会
問江田島市社会福祉協議会
（権利擁護センターえたじま）
☎（４０）２５０１

弁護士による法律 相 談 会を
開催します。お気軽にご相談く
ださい。要予約（１組 分以内）
日時 ６月５日㈰午後１時～
４時
場所 能美保健センター（能
美町鹿川）

６月21日㈫
甲種（全類）
福山市
～30日㈭ 乙種（全類）

問農林水産課
☎（４０）２７７０

毎月行っている地産地消市
場の拡大版です。
きゅうりのもぎとり体験や
新鮮野菜の販売、ビンゴゲー
ムなど、楽しい内容盛りだく
さん！ぜひご来場ください。

平成 年度危険物取扱者試
験・消防設備士の前期日程

問消防本部予防課
☎（４０）０３５３

受験願書、試験手数料払込



用紙及び試験案内の配布場所
は次のとおりです。
番 号

ホームページ見てね！

消防本部
江田島町鷲部二丁目
☎（４０）０３５３
江田島消防署能美出張所



８月28日㈰


平成28年5月
広報えたじま
平成28年5月

 広報えたじま

広告

45

21

16

26
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21

30

10

30

30

30

６月21日㈫
甲種（全類）
広島市
～30日㈭ 乙種（全類）

問湯来交流体験センター（広島市佐伯区湯来町大字
多田（広島市国民宿舎湯来ロッジ隣り））
☎０８２９（４０）６０１６
場所 湯来交流体験センター
日時 ５月28日㈯ 午前11時～午後３時
内容 湯来町特産のこんにゃくを育てて作る体験です。
午前はこんにゃく種芋を植え付け、午後からは地元の
こんにゃく作り名人の指導で丸こんにゃくを作ります。
できたてのプリプリのこんにゃくをご賞味ください。
定員 30人
料金 1,０００円（こんにゃく２玉お持ち帰り、入浴料込み）
服装・持参物 畑作業のできる服装、エプロン、三
角布、温泉入浴セット
申込方法 開催日の３日前までに同センターへ申し
込んでください。先着順となります。
休館日 月曜日
同館センターホームページ http://yuki-kouryu.jp/

12

問広島市経済観光局観光政策部観光ビジネス担当
☎０８２（５０４）２６７６
場所 原爆ドーム対岸親水テラス（広島市中区中島町）
日時 ５月21日㈯ 正午～午後４時（予定）
（原則、雨天の場合は翌日、22日㈰に順延します。
開催の確認は、前日の午後５時以降、「おしえて
コールひろしま(☎０８２（５０４）０８２２午前８
時～午後10時)」へお問い合わせください。）
内容 県内の中学校・高等学校の吹奏楽部５校によ
る演奏です。新緑に囲まれた「水の都ひろしま」
ならではの、潤いと安らぎの場所である水辺で、
憩いのひとときを過ごしてみませんか。

８月21日㈰

湯来町でこんにゃく芋植え付けとこんにゃく作り
（温泉入浴付き）

16

能美町鹿川 １２７５ 番地３

第 14 回水辺の吹奏楽フェスティバルを開催！

消防設備士試験日程
受付期間
試験の種類 受験地
（書面申請）
試験日

28

広島市内でのイベントを紹介
問い合わせ先を商工観光課にしてください

☎（４５）４７３９

「海生交流協定」で交流促進
「海生交流協定」で交流促進
消費生活相談ファイル

危険物取扱者試験日程
受付期間
試験日
試験の種類 受験地
（書面申請）
甲種
４月22日㈮
６月19日㈰
乙種（全類） 広島市
～５月12日㈭
丙種
甲種
５月10日㈫
７月３日㈰
乙種（全類） 福山市
～19日㈭
丙種
５月10日㈫
乙種（全類） 呉市
７月10日㈰
～19日㈭ 丙種
三原市

お 知らせ
お 知らせ

