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回水道週間

都市計画案の縦覧

日・日曜日は午前10時～午後５時まで

オリーブ栽培ごよみ
問オリーブ振興室
☎（４０）２７７０

～オリーブを栽培している皆
さんへ～
▼炭疽病は、温度が上がり、
湿度が高くなると菌が侵入し
発病します。梅雨の前後（６
月上・下旬）の２回ペンコゼ
ブ水和剤の６００倍液を木全
体に散布しましょう。
▼今月はオリーブアナアキゾ
ウムシの発生密度が高くなる
時期です。防除として、ア
ディオン水和剤２０００倍を
木全体に散布しましょう。
▼開花期が終わり、幼果が急
激に大きくなる下旬に夏肥を
施用しましょう。
▼株元に雑草が茂っていると、
病害虫の発生原因となります
ので、極力周囲の雑草は取り
ましょう。

小型船舶免許更新・失効
講習を開催
問広島小型船舶教習所
☎（２２）９８６６
日時 ６月 日㈯午後６時～
場所 農村環境改善センター
（能美町鹿川）
申し込み 電話で同事務所へ
ご連絡ください。

求人情報
事業所名 ㈱江田島オート
☎（４２）１０１１
募集職種 自動車整備士
勤務地 江田島町鷲部
勤務時間 午前８時 分～午
後５時 分
給与 日給７０００円～
必要な免許・資格 普通自動
車免許・整備士資格（相談
に応じます）
休日 第２土曜日・日・祝

広告

協力事業者を募集

オリーブ講習会

問都市整備課
問水道業務課
☎（４０）２７７３
☎（４２）３３１１㈹
江田島都市計画の変更案を
６月１日㈬から７日㈫まで
次のとおり縦覧します。
全国一斉で水道週間が実施さ
縦覧の期間中、市民および
れます。
利害関係人は、意見書を提出
水道週間は、みなさんに水
することができます。
道について、理解と関心を深
内容 用途地域および臨港地
区の指定（江田島町小用三丁
め、水の大切さを深く知って
目のウシイシ地区の埋立地）
いただくための期間です。
今 年 の ス ロ ー ガ ン は 、 期間 ６月１日㈬～ 日㈬
（土・日曜日、祝日を除く午
「じゃ口から 安心とどけ
前９時～午後５時）
未来まで」です。
場所 市役所別館３階（都市
整備課）
水は、災害時にまさに「命

の水」となります。
４月に発生した熊本地震で
は、深刻な水不足になり、多
くの被災者の方々の生活が不
自由なものとなりました。

午前８時30分～午後７時まで。ただし、土曜

防災リーダー”育成研修会を
開催します。
日時 ６月 日㈯午後１時～
４時 分
場所 市役所本庁
内容 防災講話、市の防災体
制、避難所運営訓練
※受講は無料で研修終了後、
江田島市地域防災リーダー認
定書の交付を行います。
募集人員
人（対象：市内
在住の方）
申込締切 ６月８日㈬
申込方法 市役所本庁、各支
所にある申込書に記入し、
本庁危機管理課、各支所に
郵送か持参、またはＦＡＸ
で申し込んでください。
※申込書はホームページか
らも取り出せます。
ＦＡＸ（４５）３３０１
このような大きな災害に対

強化週間の相談時間

問危機管理課
☎（４０）２２１８
風水害や地震の災害が起き
た場合に、本市からの要請で
土砂や倒木の撤去などの応急
対策に協力できる事業者を募
集します。
対象事業者
・市内に事業所などがある
・市建設工事入札参加資格者
申込方法
６月 日㈭までに、危機管
理課へ申込書を提出してくだ
さい。申込書は、危機管理課
または市のホームページから
入手できます。
※以前に登録している事業者
で、継続を希望する場合は再
度申込書を提出する必要はあ
りません。
し、日頃から備蓄のための水
を準備しておきましょう。

平成28年６月27日㈪～７月３日㈰まで

受講生募集！

強化週間の実施期間

地域防災リーダー育成研修会

問オリーブ振興室
☎（４０）２７７０

市オリーブ振興協議会では、
次のとおり講習会を開催しま
す。事前の申し込みは不要で
すので、お誘い合わせの上ご
参加ください。詳しくは、オ
リーブ振興室へお問い合わせ
ください。
日時 ６月 日㈯午後２時～
内容 「オリーブの防除につ
いて」
場所 柿浦地区モデルオリー
ブ園（大柿町柿浦・柿浦小
学校隣）

日㈬

任用期間 ７月 日㈭～８月

午前８時～午後６

週３日～５日

９００円

☎０１２０（００７）１１０

問危機管理課
☎（４０）２２１８

災害時に必要不可欠となる
自主防災活動等に関する基礎
知識・技能を身につけ、日頃
から地域での様々な防災活動
に取り組んでいただく“地域

放課後児童支援員を募集

フリーダイヤル：ぜろぜろななのひゃくとおばん

呉特別支援学校江能分級
時給

勤務日
勤務時間

子どもの人権１１０番

星空映画会実行委員募集
問生涯学習課

けます。

運動会を開催

相談は、法務局職員および人権擁護委員の方が受

問星空映画会実行委員（府川）
☎（４０）３０３７

いったことを見聞きした方は、どんなことでもご相

☎０７０（１８７０）０３５５


放課後児童クラブでは、夏

における児童ぎゃく待など、あなたの周りでそう

日㈰に切串小

時のうち８時間程度（シフ

いじめをはじめとする子どもたちの悩みや家庭内

今年も７月

休み期間中の放課後児童支援

日

市内の放課後児童ク
日㈪～

18

15

ト制、応相談）
勤務地

６月

30

18

員を募集しています。
勤務内容 留守家庭児童（小

ラブ
募集期間

30

30

31

21

13

学生）に遊びや生活の指導

を行います。

談ください。秘密は厳守します。

㈭
応募条件 室内外での遊び等
市内が勤務地となる正社員
の活動、指導が可能な方。
応 募 用 紙 は 、 教 育 委 員 会 、 の求人情報を、広報紙とホー
ムページへ掲載します。詳し
大学生も可能です。
本庁・支所にあります。
くは産業企画課まで☎（４
０）２７７５

時まで利用できます。

⑭
平成28年6月
広報えたじま
平成28年6月

⑮ 広報えたじま

募集人員 若干名

同週間中は受付時間を平日午後７時まで延長しま

グラウンド（江田島町切串）

けます。子どもだけでなく、大人もご利用可能です。

で星空映画会を行います。

同週間中は、受付時間を延長して電話相談を受け付

一緒に盛り上げて下さる方

全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間とし、

を大募集します！

平成28年６月27日㈪から７月３日㈰までの間を、

内容 映画会開催前のイベン

15分までです。通話料は無料です。

58

す。また、土曜日・日曜日も午前10時から午後５

▲昨年度の研修会の様子
40

11

50

す。受付時間は、平日午前８時30分から午後５時

トの企画運営

どもの人権１１０番」へ

問呉特別支援学級江能分級
☎（４５）５１２０
少人数の学校ですが、みん
なで練習を頑張っています。
皆さんぜひ見に来てくださ
い。なお、雨天の場合は、６
月７日㈫に順延します。（６
月７日が雨天の場合は中止）
日時 ６月４日㈯午前９時
分～ 時
場所 呉特別支援学級江能分
級グラウンド

ホームページ見てね！

日㈮

広島法務局および広島県人権擁護委員連合会では、

歳～（大人も子

～全国一斉強化週間～
問人権推進課 ☎（４０）２７６７

10

いじめ・ぎゃく待など、子どもに関する相談は「子

対象年齢

問危機管理課 ☎（４０）２２１８
「子どもの人権１１０番」について

30

11

相談「子どもの人権１１０番」を常時開設していま

24

7

供も大歓迎！）

人権シリーズ
消費生活相談ファイル

６月

キャッチし、問題の解決を支援するため、専用電話

30

申込締切

いじめや児童虐待、インターネットによるプライバ

シー侵害など、子どもたちが発する信号をいち早く

お 知らせ

