
お知らせ
「太田川源流の森」
森林保全活動に参加しませんか

参加費　無料（昼食付）
申�込方法　官製はがき、または FAX
に参加者全員の住所・氏名・年齢・
電話番号を記入し、水道業務課へ。
申�込先　〒 737-2193 江田島町中央
1-1-1 企業局水道業務課 （42）
4414
申込期限　９月 20日㈮※必着

秋の全国交通安全運動募集

問江田島市観光協会☎（42）4871
　江田島市の四季を彩る写真を募集し
ます。美しい風景はもちろん、季節の
行事やレジャーなど江田島市の魅力を
発信する作品なら画題は自由！９月１
日から募集を開始します。
　詳しくは、本庁・市民センター・市
内桟橋などに置いてあるチラシをご覧
いただくか、市観光協会へお問い合
わせください。また、チラシデータ
は市観光協会ホームページ（http://

江田島市フォトコンテスト
2019「江田島の四季」

etajima-kankou.jimdo.com/）から
ダウンロードすることができます。
応募締切　12月 14日㈯
※郵送の場合、当日の消印有効

募集

2015 江田島市フォトコンテスト金賞
「空高くジャンプ！」藤井佳枝さんの作品

「江田島六峰フォトラリー
2019」開催募集

問江田島市観光協会☎（42）4871
　江田島市観光協会では、10 月 20
日㈰にヒロシマMIKANマラソンと同
時開催される「ふれあい産業まつり」
への出店者を募集します。
　出店できるのは、応募要項を満たし
ている団体か個人に限ります。応募多
数の場合は抽選になる場合があります
ので、ご了承ください。
申込期限　９月13日㈮
　詳しくは、市観光協会ホームページ
をご覧になるか、当協会へ直接お問い
合わせください。

ふれあい産業まつり
出店者募集募集

問農業委員会☎（43）1645
　農業委員会では、毎年８月から９月
にかけて、農地の利用状況調査を実施
しています。農業委員、農地利用最適
化推進委員が各町の農地の確認をして
おり、現地の目視確認のため、敷地内
に立ち入らせていただくことがありま
す。

農地利用状況調査を
実施しています

問広交観光株式会社☎ 082（238）4930
　うさぎの島で有名な竹原市大久野島
と、三原市の醉心山根本店蔵元、世羅
町の世羅高原花の森で開催される秋の
ローズフェスタなど、広島広域都市圏
の魅力が体験できます。
日時　10月 21日㈪
　　　午前 8時～午後 6時
集�合・解散場所　広島駅新幹線口（広
島市南区松原町 1-2）
内�容　大久野島での昼食・フリータイ
ム、醉心山根本店蔵元見学、世羅高
原花の森で開催される「秋のローズ
フェスタ」への参加、道の駅世羅で
のショッピング。
旅�行代金　一人 6,000 円（交通費、
昼食代込み）

募 集人員　40 人（最少催行人数 15
人。定員に達し次第募集終了）

ふるさとの魅力発見バスツアー
うさぎの島と老舗蔵元見
学に秋のローズフェスタ

問広島広域都市圏協議会“神楽”まち起こし
協議会事務局（安芸高田市政策企画課内）

☎0826（42）5612（平日のみ・８:30 ～ 17:00）
　広島が誇る伝統芸能 “ 神楽 ” を上演
します（鑑賞無料）。広島市、呉市、
三原市、廿日市市、安芸高田市、安芸
太田町、北広島町から９神楽団が出場
し、各地域に伝わる神楽を披露します。
この機会に勇壮な神楽ばやしと華麗な
舞をご鑑賞ください。
　当日は、“ 食と酒 ” まち起こし協議
会による特産品販売や各市町のＰＲも
行います。
日時　９月 28日㈯・29日㈰
▶９月 28日㈯
　�10：00～オープニングセレモニー、
10：40～三原市・北広島町、13：
30 ～安芸太田町・廿日市市・広島
市

▶�９月 29日㈰
　�10：00 ～オープニングセレモニー、
10：30～呉市・三原市（子ども神
楽）、13:30 ～安芸高田市（子ども
神楽）・安芸高田市
場�所　広島駅南口エールエール地下広
場

第７回ひろしま神楽の日募集

問広島広域都市圏協議会“神楽”まち起こし
協議会事務局（安芸高田市政策企画課内）

☎0826（42）5612（平日のみ・８:30 ～ 17:00）
　神楽鑑賞ツアーの参加者を募集しま
す。今回は第 71回芸石神楽競演大会
を鑑賞します。
日時　10月５日㈯　広島駅新幹線口
　午前 10時集合・午後９時解散
場�所　千代田運動公園総合体育館（北
広島町壬生）
内容　第 71回芸石神楽競演大会　
募集　40人（申込多数の場合は抽選）
参�加費　大人 8,800 円、中学生以下
4,800 円（鑑賞指定席（椅子席）代・
弁当代・バス代込み）
※小学生以下は大人の同伴が必要。
※�乳幼児無料。ただし座席使用の場合
は参加費が必要。
申�込方法　往復はがき（１枚に５人ま
で）に、住所、氏名、年齢、電話番
号と「神楽鑑賞ツアー希望」と記入
し、申し込んでください。
申込期限　９月 20日㈮（消印有効）
申�込先　〒 731-0592 安芸高田市吉
田町吉田 791（安芸高田市政策企
画課内）広島広域都市圏協議会 “神
楽 ” まち起こし協議会

広島広域都市圏
神楽鑑賞ツアー募集

問自衛隊広島地方協力本部☎（23）1226
　次のとおり自衛官候補生などを募集
しています。詳しくは、自衛隊広島地
方協力本部呉地域事務所まで。

種目 応募資格・受付期間・試験日程

自衛官
候補生

応募資格　18歳以上33歳未満
受付期間　年間を通じて
試験日程　受付時にお知らせ

一般曹
候補生

応募資格　18歳以上33歳未満
受付期間　９月６日㈮まで
試 験日程　一次：９月20日㈮～
22日㈰のうち指定する日

航空
学生

応 募資格　海：高卒(見込含)23
歳未満、空：高卒(見込含)21
歳未満

受付期間　９月６日㈮まで
試験日程　一次：９月16日(月・祝)

自衛官候補生などを募集募集

問広島高等検察庁☎082（221）2706
1無料法律相談室を開設
　交通事故、財産、登記、相続、家庭
の問題など、弁護士が相談に応じます。
※�事前予約不要、当日受付順。裁判所
で係争中の案件は相談不可。
▶広島地区
日�時　10月８日㈫午前 10時～午後４
時（受付：午前９時 30分～午後３時）
場�所　広島弁護士会館（広島市中区上
八丁堀 2-73）
問合せ先　広島高等検察庁企画調査課
　　　　　☎ 082（221）2706
▶呉地区
日�時　10月１日㈫午後１時～４時（受
付：午後０時 30分～３時 30分）

- 第 60 回「法の日」週間 -���無料法律
相談室・「法の現場」見学ツアー

場�所　呉市文化ホール（呉市中央 3--
10-1）
問�合せ先　広島地方検察庁呉支部総務課
　　　　　☎（22）3151
2「法の現場」見学ツアー
　10 月１日の「法の日」にちなみ、
裁判所などを巡る見学ツアーを開催し
ます。
Aコース（①広島家庭裁判所→②法テラ
ス広島地方事務所→③広島地方検察庁）
日時　９月 30日㈪
　　　午前９時～午後０時 30分
B コース（①広島地方裁判所→②広島
法務局→③紙屋町法律相談センター）
日時　10月４日㈮
　　　午後１時 30分～５時
応�募期間　Aコース：９月 11日㈬～
26 日㈭、B コース：９月 11 日㈬
～ 10月２日㈬

問総務課☎（43）1111 ㈹
　９月 21日㈯～ 30日㈪の 10日間、
「秋の全国交通安全運動」が行われま
す。運動の重点は次のとおりです。
▶�子どもと高齢者の安全な通行の確保
▶高齢運転者の交通事故防止
▶�夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗
用中の交通事故防止
▶�全ての座席のシートベルトとチャイ
ルドシートの正しい着用の徹底
▶飲酒運転の根絶
　ドライバーは、歩行者・自転車に注
意して、安全な運転を心掛けましょう。
　歩行者・自転車の方は、早朝や夜間
の外出の際は、明るい色の服や、反射
材を身に着け、ドライバーから見えや
すく、確認してもらいやすい工夫を心
掛けましょう。

問水道業務課☎（42）3311
　太田川の水のふるさと「太田川源流
の森」（廿日市市吉和）で、森林保全
活動をする参加者を募集します。
日時　10月 26日㈯
　　　午前７時～午後６時頃
集�合・解散場所　中町桟橋、江田島市
民センター
対�象者・人数　小学生以上 15人（小
学生は保護者同伴・応募者多数の場
合は抽選）
内容　間伐体験・森林学習

▲クマン岳
▲古鷹山

▲野登呂山
▲真道山

▲陀峯山

砲台山は林道工
事のためフォト
ラリー対象外と
します。

【フォトラリー指定ポイント】

問江田島市観光協会☎（42）4871
　江田島市内の山を登り、山頂付近の
指定されたポイント全てで、自分の顔
が分かるように写真を撮ろう！撮った
写真をメールまたは郵送、持参により
応募すると、抽選で 10人に「ふるさ
と特産品詰め合わせセット」をプレゼ
ントします！また、登頂を達成した方
には市観光協会オリジナルタオルをプ
レゼントします。ぜひチャレンジして
ください！詳しくは、市役所本庁・市
民センター・桟橋などに置いてあるチ
ラシや市観光協会ホームページをご覧
になるか、当協会へ直接お問い合わせ
ください。
　なお、豪雨災害の影響により、一部

通行できない箇所があります。詳しく
は、市観光協会ホームページをご覧く
ださい。
応募期間　９月１日㈰～11月 30日㈯
　　　　　※当日消印有効
応�募先　〒 737-2122 江田島町中央
1-3-10 ふるさと交流館内　江田島
市観光協会 etajima.t.a@gmail.
com

広報えたじま　令和元年9月23 広報えたじま　令和元年9月 22


