江田島市議会議員一般選挙
立候補予定者説明会を開催

月１日㈰に行われる予定

☎（４３）１１１１㈹

問選挙管理委員会事務局



８月

ください。

法律相談を開催します
問総務課
☎（４３）１１１１㈹

分で、

児童扶養手当などの現況届
を提出しましょう
問社会福祉課
☎（４３）１６３８

児童扶養手当などの手当を
受給している人は、現況届を
期限までに提出することが義
務付けられています。
これには、所得超過で現在、
支給額が０円の人も含みます。
対象者には関係書類を送付
しますので、忘れずに提出し
てください。
対象手当 児童扶養手当、特
別児童扶養手当、特別障害
者手当、障害児福祉手当
提出期間
児童扶養手当
８月１日㈫～８月 日㈭
その他の手当
８月 日㈭～９月 日㈪
提出場所 社会福祉課または
各支所
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☎（２５）８６０９

場所 市役所本庁会議室

午後３時

日時 ８月 日㈮午前 時～

要です）

窓 口 を 開 設 し ま す。（ 予 約 不

方。ハローワークの臨時相談

きたい方・転職を考えている

手当を受給している方で、働

探しを応援します。児童扶養

ひとり親家庭の方！お仕事



問ハローワーク呉

「出張ハローワーク」の
ご案内

問農業委員会事務局
☎（４３）１６４５

農地法第３条第２項第５号
の下限面積（別段の面積）に
ついて、６月 日㈪に開催の
農業委員会総会で検討した結

農 地 の 下 限 面 積（ 別 段 の
面積）変更のお知らせ

10

果、次のとおり決定しました。

問 星空映画会実行委員会（府川）
☎ ０７０（１８７０）０３５５
今年の映画は「アングリー
バ ー ド 」。 海 風 に あ た り な が
ら観る映画は最高です！
日時 ８月 日㈯日没後
場所 江田島小学校グラウンド
（雨天時は体育館）
参加費 有料（詳しくは実行
委員会までお問い合わせく
ださい）

星空映画会参加者募集

農地の貸借、売買、譲渡な
どを行う場合は、耕作者の経
営面積が、下限面積（別段の
面積）以上であることが必要
です。

施行日 平成29年８月１日

えたじま地産地消市場

時

☎（４３）１６４２

問農林水産課



日時 ８月５日㈯午前
分～（雨天中止）

田島町切串）

場所 タカノス交流広場（江

の立候補予定者説明会を、次

市役所本庁４階会議室

どを販売します。ぜひご来場

その時季に収穫した野菜な

日時

い。
場所
立候補予定者及びそ

時～

対象者


市民を対象とした、市の顧

の関係者
※１候補者につき、２名まで

日時 ８月 日㈪午前

を開催します。

問弁護士による無料法律相談

内容
運動の注意事項など
当日は印鑑を持参し
午後３時

場所 市役所本庁

申し込み順で、８

小 型 船 舶 免 許 更 新・ 失 効
講習を開催

図の写しを複数の戸除籍謄本
の代わりに利用することがで
きます。
詳しくは、広島法務局呉支
局へお問い合わせください。

付けます。

月１日㈫から総務課で受け

予約方法

す（電話可）。

なお、事前に予約が必要で

相談人数は８人までです。

※相談時間は、お一人

時～

立候補の手続き、選挙

日㈬午前

事務局へお問い合わせくださ

詳しくは、選挙管理委員会

のとおり開催します。

の江田島市議会議員一般選挙

30

問広島小型船舶教習所
☎（２２）９８６６

日時 ８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

下限面積 10アール
26

その他
てください。

法務局からのお知らせ
問広島法務局呉支局
☎（２１）９２８９

本年５月 日から「法定相
続情報証明制度」が始まりま
した。
この制度は、被相続人に関
する戸除籍謄本及び相続関係
を表した図（一覧図）など必
要書類を添付して法務局に提
出すると、無料で法務局が証
明した一覧図の写しの交付が
受 け ら れ る と い う も の で す。
その後の法務局や金融機関な
どでの相続手続きでは、一覧

設定区域 江田島市全域
主催 日本将棋連盟江能支部
日時 ８月13日㈰午前９時～正午
会場 大柿公民館（大柿町大原）
参加費 無料
対象 江田島市内在住または近郊の小中学生
（小・中学生の部、初心者の部）
申し込み先 丸本宏也（子供将棋教室講師）
☎０８０（４２６２）６６５３

平成29年8月 16
広報えたじま
平成29年8月
17 広報えたじま

第四十二回江田島子供将棋大会

問湯来交流体験センター
☎０８２９（４０）６０１６（月曜休館日）
場所 湯来交流体験センター（広島市佐伯区湯来町大字
多田 湯来ロッジ隣）
日時 平成29年８月13日㈰ 午前10時～午後４時
料金 川魚つかみ取り ６００円/人（定員：30人）
そうめん流し
３００円/人（定員：各50人×４回）
縁日
２００円/人
内容 川魚つかみ取りやそうめん流し、縁日をはじめ、
和太鼓などのステージを開催します。会場では湯来の
特産品販売や飲食なども。湯来の自然の中で、お祭り
気分を味わってみませんか？

9
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30
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10

問広島市安佐動物公園
☎０８２（８３８）１１１１㈹（木曜休園日）
場所 広島市安佐動物公園（広島市安佐北区安佐町動物
園）
日時 平成29年８月12日㈯～９月３日㈰までの毎週土・
日曜日（午後９時まで開園）
内容 探検気分で夜の動物公園を散策。８月12日、19日、
26日、９月２日は園内ピクニック広場で神楽ステージ
を開催します(午後６時～７時30分)。８月13日は園内
野外ステージで夕暮れコンサート、20日、27日、９月
３日はどうぶつ絵本の夜なども行いますので、ぜひお
越しください。

10

湯来特産フェスティバル 「夏物語」

23

29

納涼ナイト☆サファリ

26

10

消費生活相談ファイル
広島市内でのイベントを紹介

25

お 知らせ
「海生交流協定」で交流促進

広告

ホームページ見てね！

