お知らせ

海難ゼロを願い実施

☎（２２）０９９９

重点事項

海 上 保 安 庁 で は「 海 難 ゼ
ロへの願い」をスローガン
に官民一体となって全国海
難 防 止 強 調 運 動 を 行 い ま す。
期 間 中 は、 カ ー フ ェ リ ー や
漁 船 な ど へ の 指 導、 講 習 会
などを行います。
７月 日㈮～ 日㈯
期間

問呉海上保安部交通課

全国海難防止強調運動

10

○見張り不十分または操船
不適切による衝突海難の
防止
○海中転落した場合に有効
なライフジャケット着用
の推進など

⑳
平成22年７月
広報えたじま

計量器（はかり）の
定期検査を実施
問 商工観光課☎ （４０ ）２７７１

（男子・女子）
年齢
歳以上 歳未満
受付期間
男子…通年
女子…８月１日～９月 日
試験期日
男子…受付時に通知
女子…９月 日～ 日
入隊
男子…採用予定通知書で通知
女子…平成 年３月下旬～４
上旬
27

29

31

明）にはかりを使っている場
集合住宅所有者の皆さんへ
合は、必ずこの検査を受けて
集合住宅の地デジ受診
ください。検査を受けずに使
確認を無料で実施
うと、計量法違反で処罰さ
問広島県テレビ受信者支援セン
れることがあります。ただし、 ター集合住宅キャンペーン事務
県に登録している計量士が検
局 ☎０８２（２４９）７４４７
査し、県に届け出た場合は、
検査が免除されます。
総務省広島県
テレビ受信者支
援センター（デ
ジサポ広島）で
は、民間集合住
宅を対象に無料
で地デジ受信確
認調査を行いま
す。調査の結果、
地デジが受信できない場合は
対応方法の助言などをします。
この調査は、民間集合住宅
の所有者、管理者、管理組合
からの申し込みで行います。
詳しくは、デジサポ広島集合
住宅キャンペーン事務局へ。
受付期限
月 日㈫
※調査予定数は１０００棟。
26

23

16

に残高引継ぎサービスがある
貸金業法が変わります
もの以外は、残金が戻ってき
問危機管理課
ません。また、一度チャージ
☎（４０）２２１８
すると換金できないものもあ
りますからご注意ください。
貸金業法は、消費者金融な
一方、チャージが必要ない
どの貸金業者からの借入など
ポストペイ型は、クレジット
について定めています。この
カードと同じように紛失・盗
法律が６月 日に改正され、
難の際に保険が適用されます
次のとおり大きく変わります。
が、警察への届け出が必要な
主な改正点
場合もあります。自分の使っ
○借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐ
ている電子マネーがどういう
ため、借入総額が年収の３
ものか、十分知っておくこと
分の１を超えると新たな借
が大切。また、紛失・盗難し
り入れができません。
たときはプリペイド式、ポス
○原則、借り入れの際に年収
トペイ式にかかわらず、すぐ
の証明書類が必要です。こ
発行会社に届け出てください。
の書類がないと、借りられ
ない場合があります。

 ☎０８２ （２５４ ）１７６６
申し込みは、自衛隊広島地
方協力本部呉地域事務所へ。
募集種目 ２等陸・海・空士

問自衛隊広島地方協力本部呉
地域事務所

自衛官候補生を募集

31

左表の日程で、「はかり」
の定期検査を行います。商
店・工場・学校・保育園・病
院などで業務用（取引や証

消 費 生 活相談ファイ ル

8

たれ
白ごま…２ｇ
ゴマ油…２ｇ
酢…４ｇ
出し汁…２ｇ
しょうゆ…４ℊ
砂糖…２ｇ
練り辛子…１ｇ
ロースハム…５ｇ
緑豆春雨…８ｇ
太もやし…30ｇ
キュウリ…20ｇ
ニンジン…10ｇ

18

問危機管理課☎（４０）２２１８

18

①ゴマは、軽くいってする。
②ロースハムは細切り、キュウリは斜め
に切って細切りにする。
③春雨な熱湯で戻し食べやすい長さに切
る。
④もやしとせん切りにしたニンジンを
さっとゆで、水気をきる。
⑤①とゴマ油、酢、出し汁、しょうゆ、
砂糖、練り辛子を混ぜ合わせる。
⑥器に②、③、④を彩りよく並べ、⑤を
かける。

「電子マネ ー 」 っ て
どんなもの？

92㎉（１人分）

プリペイド型…前もってＩＣ
カードなどにお金をチャージ
（入金）するもの。
ポストペイ型…クレジット
カードなどを使い、後でまと
めて精算するもの。
電子マネーは便利ですが、
プリペイド式カードを紛失し
た場合、記名式カードのよう

暑い夏にもあっさり食べられ
ます。
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交通機関や買い物などで、
電子マネーとしてＩＣカード
を使う人が多くなっています。
電子マネーは、モノやサービ
スへの支払いを現金の代わり
にデジタル・データで行うも
ので、その形態や入金・支払
い方法などによって大きく２
つに分けられます。

つくり方

※検査手数料ははかりの種類によって
500円～3100円かかります。汚れ
を落とし、指針などがふれないよ
うにして持ってきてください。

問市観光協会事務局
☎（４２）４８７１
現在、本市に来られる旅行者
の要望の高いものとして、飲食
店や食料品店の情報の充実があ
ります。そこで市観光協会では、
ホームページやブログなどで紹
介する飲食店、飲料品店の取材
を行い、江田島市に訪れる旅行
者へ情報を提供していきます。
今後、飲食店や食料品店を経
営しているかたへ、観光協会の
職員が取材のお願いをすること
がありますので、ご協力をよろ
しくお願いいたします。

材料（１人分）

取材にご協力ください

定期検査の場所と日時
７月27日㈫
午前10時30分
切串公民館
～正午
７月27日㈫
午後１時30分
宮ノ原公民館
～3時
７月28日㈬
午前10時30分
大須出張所
～午後3時
７月29日㈭
午前10時30分
津久茂出張所
～正午
７月29日㈭
午後１時30分
江田島支所
～3時
７月30日㈮
午前10時30分
江田島支所
～午後3時
８月３日㈫
午前10時30分
呉農協三高支店
～午後3時
８月４日㈬
午前10時30分
中町公民館
～午後3時
８月５日㈭
午前10時30分
呉農協大君支店
～正午
８月５日㈭
午後 1時～ 3時
呉農協大古支店

飲食店・
飲料品店の情報を発信

おすすめメニュ～

