
お知らせ

問農林水産課☎（43）1642
　その時季に収穫した野菜などを販
売します。ぜひご来場ください。
日�時　１月19日㈯午前９時30分～
（雨天中止）
場所　切串小学校（江田島町切串）

えたじま地産地消市場

問海辺の新鮮市場☎（40）0170
　休業していた「海辺の新鮮市場」
がリニューアルオープン！
営業開始日　１月８日㈫
営業時間　午前 11時～午後４時
定�休日　毎週月曜（月曜が祝日の場
合は火曜）
営業場所　江田島町江南 1-1-37
料金　刺身定食９００円（税込）
※�定食は無くなり次第終了。炊き込
みご飯は１人２杯まで。

「海辺の新鮮市場」
営業を再開

問�広島県西部畜産事務所・広島県西部家
畜保健衛生所� ☎ 082（423）2441
家畜の飼養衛生管理状況の

報告をお忘れなく
　畜産業に限らず、家畜を所有して
いる方は、２月１日時点の家畜の飼
育頭羽数、衛生管理状況について、
所轄する畜産事務所への報告が義務
づけられています。
▶�牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、
いのしし…４月 15日までに報告
▶�鶏、あひる（あいがも含む）、うず
ら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、
七面鳥…6月 15日までに報告
　報告様式については、当所にお問
い合わせください。なお、広島県ホー
ムページにも詳しく掲載しています。
▶広島県HP
　�http://www.pref.hiroshima.lg.jp/
soshiki/85/1171005670976.html

家畜（動物）を飼育
する方へ

問都市整備課☎（43）1647
　市では、空き家活用の新規取り組み
として「空き家活用モデル事業」を進
めています。
　この事業は、市が利用可能な一戸建
ての空き家を 10年間借り受け、改修
した後に、貸し出す制度です。
　改修終了（３月）頃に入居者を募集
します。
募集件数　１件　　家賃　４万円
場所　能美町鹿川
入居対象世帯　子育て世帯

空き家活用モデル事業
入居者を募集予定募集

問西能美学校給食共同調理場
☎（45）2864

　平成 31年度の学校給食・保育施設
給食の物品納入業者を募集します。
主�な納入物品　給食共同調理場で使用
する野菜・油脂・肉・卵・豆腐類や
缶詰など
提�出書類　給食物品納入業者指名願
書、平成 30年度納税証明書（法人
は法人税・県税・市税を完納した証
明、個人は市・県民税・固定資産税・
国民健康保険税を完納した証明）、
食品衛生監視票、従業員健康管理状
況報告書か検便検査成績書と検便済
証の写し
提出期限　１月 31日㈭
提�出先　学校給食共同調理場、保育施
設給食センター

平成 31年度学校・保育
施設給食納入業者募集募集

問広島広域都市圏協議会事務局
☎ 082（504）2017

日時　2月 24日㈰午後 1時 30分～
対戦相手　山形ワイヴァンス
集�合・解散場所　広島サンプラザホー
ル（広島市西区）
募�集人数　１００人（申込み多数の場
合は抽選）
参�加費　大人１，６００円・高校生以
下１，３００円
※�集合場所までの交通費、解散場所か
らの交通費は別途必要です。
申�込方法　広島広域都市圏ホームペー
ジからか、往復はがきに、「ドラゴ
ンフライズ共同応援希望」と明記し、
参加者全員の住所、氏名、年齢、電
話番号を記入し、1月 18日㈮（※
消印有効）までに、広島広域都市圏
協議会事務局まで郵送
※�小学生以下は大人の同伴が必要
申�込先　〒 730-8586（住所は不要）
広島市広域都市圏推進課内　広島広
域都市圏協議会事務局

広島広域都市圏のみんなと広島ド
ラゴンフライズを応援しよう！

募集

問交流観光課☎（43）1632
　市では、「子育て世帯の負担軽減」
や「UIJ ターンによる移住促進」を図
るため、定住促進奨学金返還事業補助
金制度を実施しています。該当の方は
ご活用ください。補助対象の要件など、
詳しくは広報平成 30 年 11 月号 15
ページか、交流観光課まで。
臨時窓口を次の日程で開設（平日受付以外）
①１月 12日㈯午前 9時～午後５時
② 1月 20日㈰午前 9時～午後５時
③�毎週水曜日午後５時 15 分～８時
（申請期間中）
※�①②は市役所本庁４階 404会議室、
③は市役所本庁２階交流観光課

定住促進奨学金返還支援事
業補助金をご活用ください

問ハローワーク呉☎（25）8609
　職業訓練は希望する就職を実現する
ために、必要な職業スキルや知識を習
得できる公的な制度です。当日は職業
訓練校の担当者が説明を行い直接質問
もできます。
※事前予約不要、参加料無料
日�時　１月18日㈮午後２時～３時30分
（受付１時30分～）
場�所　ハローワーク呉３階大会議室
（呉市西中央）

くんれんNavi（職業訓
練説明会）参加者募集

募集

問西部保健所呉支所厚生保健課
☎（22）5400 内 2415

　広島県西部保健所呉支所では、エイ
ズと梅毒検査を無料・匿名で同時実施
しています。検査は個室で行うため、
プライバシーも安心です。
※前日までに電話で予約が必要です。

検査日程

ご存じですか？
エイズ検査と梅毒検査

月日 時間・場所
１月23日㈬ 午前９時～正午

広島県西部保健所呉支所
（呉市西中央1-3-25）

２月27日㈬
３月27日㈬

保護者のための就活
セミナー開催

問産業企画課☎（43）1641
　勤労者の生活安定と福祉向上のため
に、市と中国労働金庫が提携して、低
利で生活関連資金を融資しています。
対�象者　市内に居住している方、また
は勤務している方
用�途①　住宅費、教育費、福祉車両購
入費（限度額 500 万円、返済期間
10年以内）
用�途②　冠婚葬祭費、医療費、介護関
連費（限度額 200 万円、返済期間
７年以内）
利息　２.36％固定金利（保証料含む）
問合せ先　中国労働金庫呉支店
　　　　　☎（21）6247

ご相談ください！
自治体提携ローン

問市社協無料職業紹介所
☎（27）8034

人生 100 年時代！定年 70 歳時代の到来！
　市内で活躍する企業の合同求人説明
会を開催します。募集年齢はおおむね
50歳以上で、正社員、契約社員、パー
トなど幅広く募集します。
　年金や健康についての相談コーナー
もあります（予約不要）。
日時　２月２日㈯午前９時～正午
場�所　わくわくセンター（農村環境改
善センター・能美町鹿川）

えたじまの会社紹介フェア
（シニア編）を開催

広島県特定（産業別）
最低賃金改定

適用される業種 最低賃金（時間額） 発効年月日など
広島県最低賃金 ８４４円 平成30年10月１日～

広 島 県
特 定
(産業別)
最 低
賃 金

製鉄業等 ９４６円

平成30年12月31日～

金属製品製造業 ９０２円
はん用機械器具等製造業 ９１２円
電子部品等製造業 ８７３円
自動車・同附属品製造業 ８９２円
船舶等製造業 ９３４円
自動車小売業 ８９０円
各種商品小売業 ８５８円 平成31年１月16日～

問日本将棋連盟江能支部（丸本）
☎ 080（4262）6653

▶一般の部
日�時　１月 27 日㈰午前９時～午後４
時（受付は午前９時～９時 30分）
会場　大柿市民センター（大柿町大原）
参加費　１，０００円
※�昼食は各自ご持参ください。　
▶小・中学生の部、初心者の部
日�時　１月 26 日㈯午前９時～午後２
時（受付は午前９時～９時 30分）
会場　大柿市民センター（大柿町大原）
参加費　無料
対象　未就学児、小・中学生
※�予選敗退の場合、午前で帰宅可能。
昼食は各自ご持参ください。
申込期限　１月 20日㈰
申込先
　日本将棋連盟江能支部（丸本）
　☎ 080（4262）6653
　 �m02aoi10ae@wi.kualnet.jp

第７回
江田島新春将棋大会

問呉市雇用促進協議会（呉市商工振興課内）
☎（25）3308

　就職を控えた学生の保護者などを対
象にした就活セミナーを開催します。
日時　２月16日㈯午前 10時～ 11時 30分
場�所　呉市広市民センター５階大会議
室（呉市広古新開）
対�象　大学、短大、専門学校、高校生
の保護者（各学校の既卒者、学生・
生徒の同伴も可）
定員　１００人（先着順）
講�師　藤原美智子さん（ヒューマン・
コーディネート・コンサルティング代表）

申�込方法　呉市雇用促進協議会のホー
ムページか、江田島市役所本庁、各
支所にある申込書に必要事項を記入
して、持参・郵送・ＦＡＸで申し込
んでください。
申込期限　２月８日㈮必着
申�込先　〒 737-8501 呉市中央 4-1-6
呉市商工振興課内　呉市雇用促進協議会
ＨＰ　http://koyo-kure.jp/

映画上映会（人権啓発）
「めぐみ-引き裂かれた家族の30年」

問人権推進課☎（43）1635
　日本語を学びたい方や教えたい方、

日本語クラブを開催
お気軽にご参加ください（無料）。
日�時　１月 20日㈰
　　　午後１時 30分～３時 30分
場�所　ゆめタウン江田島１階文化教
室、宮ノ原隣保館（２カ所で開催）

問広島労働局労働基準部賃金室
☎ 082（221）9244

問呉労働基準監督署☎（22）0005
　広島県特定（産業別）最低賃金のう
ち、７業種の賃金が改定され、12月
31日から発効されました。

　また、各種商品小売業は１月 16 日
から発効します。
　詳しくは、広島労働局労働基準部賃
金室または呉労働基準監督署まで。
　なお、賃金引上げに取り組む中小企
業・小規模事業者は、助成制度があり
ます。制度の詳細は、広島働き方改革
推進支援センターまたは広島労働局
ホームページをご覧ください。

問人権推進課☎（43）1635
日�時　１月 28日㈪午後７時～
場�所　三高会館（沖美町三吉）
内�容　昭和 57 年、13 歳の横田めぐ
みさんが北朝鮮当局により拉致され

ました。北朝鮮の拉致問題につい
て、日朝間の政治的な問題にも触れ
ながら、拉致疑惑の真相を究明する
ために闘い続けた両親の姿を追った
ドキュメンタリー映画です。
対象　どなたでも参加できます。　
申�込み　不要。当日会場へ直接起こし
ください。

広報えたじま　平成31年1月15
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