
Information お知らせ
クリーン・キャンペーン
in 江田島参加者募集

問広島南税務署法人課税第一部門
☎ 082（205）5036

　「消費税軽減税率制度」の説明会を
次のとおり開催します。
日時・場所
①６月 10日㈪・６月 11日㈫
　午後１時 30分～３時
　市役所本庁４階会議室
　（大柿町大原 505番地）
②６月 10日㈪～６月 14日㈮
　午後３時 30～５時
　広島南税務署３階会議室
　（広島市南区宇品東６－１－ 72）
③６月 26日㈬
　午後１時 30分～３時 30分
　広島市南区民文化センター３階大会議室A
　（広島市南区比治山本町 16-27）
定員　各 50人
※事前に南税務署へ予約が必要です。

- 事業主の皆さまへ - 消費税
軽減税率制度説明会を開催募集

問広島広域都市圏協議会事務局
☎ 082（504）2017

　広島広域都市圏協議会では、ウエス
タンリーグの広島東洋カープ共同応援
と三原市を巡るバスツアーの参加者を
募集しています。
日�時　７月 28日㈰午前８時 20分～
午後５時 30分ごろ
内�容　午前中はクリームパンで有名な
八天堂カフェリエでのパン作り体験
と広島空港周辺の散策。午後から、
やまみ三原市民球場でカープ共同応
援を行います。
対戦相手　オリックス・バファローズ
集�合・解散場所　広島駅新幹線口
募�集人数　80人（申込み多数の場合
は抽選）
参�加費　3,000 円（昼食各自用意）
※�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（１枚に５人
まで）に、参加者全員の住所、氏名、
年齢、電話番号を記入し、６月 21
日㈮（※消印有効）までに、広島広
域都市圏協議会事務局に郵送
※�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
広島東洋カープを応援しよう！募集

問広島ＦＭ☎ 082（251）2200
　広島ＦＭラジオのパーソナリティと
一緒に、自然と親しみながら清掃活動
を行う「コスモ�アースコンシャス�ア
クト�クリーン・キャンペーン」。
　当日は、清掃活動のほか、出張水族
館＆野菜の重さを当てるゲームも行い
ます。
日時　６月 22日㈯
　　　午後１時 30分～４時
場�所　ヒューマンビーチ長瀬（能美町
中町）
参加費　無料
定員　400人
※応募者多数の場合は抽選
応�募方法　広島ＦＭホームページ
（http://hfm.jp/）応募フォームから
か、 082（255）6633、 郵 送
〒 734-8511�広島ＦＭ「クリーン・
キャンペーン」係宛に、住所・氏名・
年齢・電話番号・参加人数を書いて
お送りください。

募集

週末の試験運行を実施中
広島港～ジ・アウトレット広島
問企画振興課☎（43）1630

　広島電鉄株式会社と広島バス株式会
社は、広島港エリアと西風新都エリア
を直結するバス路線の社会実験運行を
継続しています。
路線名　「西風みなとライン」
運�行期間　４月６日㈯～令和２年３月
29日㈰の土・日・祝日と盆・年末年始
運�行ルート　広島港桟橋～アルパーク
～ジ・アウトレット広島～免許セン
ター
運�行便数　午前８時～午後８時台に計
30便運行
主な区間の運賃・所要時間
⃝広島港～アルパーク
　320円・約 20分
⃝広島港～ジ・アウトレット広島
　550円・約 35分
⃝広島港～免許センター
　590円・約 40分
※�ダイヤなど詳しくは、運行事業者の
ホームページをご覧ください。

問企画振興課☎（43）1630
　県道高田沖美江田島線の一時通行止
め解除につき、８月 31日㈯まで、沖
美地区の予約乗合型タクシー「おれん
じ号」沖美南部線の全区間運行を再開
しています。
※詳しくは予約時にご確認ください。

通行止め区間（おれんじ号
沖美南部線）の運行を再開

西風みなとライン

問江田島市農業再生協議会
☎（43）1642

　農業経営の安定や食料自給率の向上
などを目的とした直接支払交付金制度
が実施されます。
　直接支払交付金とは、主食用のお米
を作付けしない水田を活用して対象作
物の生産を行う販売農家などに対し
て、国から交付金が直接交付される制
度です。
対�象者　販売目的で対象作物を生産す
る販売農家など
対象作物　キャベツ、アスパラガス、
トマト、キクなど
申込期限　６月 28日㈮
申�込先　江田島市農業再生協議会
　　　　（事務局：農林水産課）
提�出書類　交付申請書、営農計画書、
販売伝票など
交付時期　令和２年３月頃の予定
　なお、制度の詳しい情報は以下の
ホームページに掲載されています。
中国四国農政局ホームページ
�h t tp : / /www.ma f f . go . jp /
chu sh i / s e saku /kobe tu _
hosyo/index.html

- 販売農家の皆さまへ -
直接支払交付金制度のお知らせ募集

ゆめタウン江田島で音楽
を楽しもう！

　ゆめタウン江田島で今年も各学校吹
奏楽部が演奏します。
▶６月８日㈯　江田島中学校吹奏楽部
▶６月９日㈰　音戸中学校吹奏楽部
※�時間はいずれも①午前 11時～、②
午後１時～の 2回公演

大柿サタデースマイル
クラブ部員募集中 !!

問広島小型船舶教習所☎（69）1065
日時　６月 15日㈯午後６時～
場所　わくわくセンター（能美町鹿川）
申�込方法　電話で同事務所へご連絡く
ださい。

小型船舶免許更新
・失効講習を開催

募集

問公益財団法人国際青少年研修協会
☎ 03（6417）9721

期間　７月 30日㈫～８月３日㈯
　　　４泊５日
場所　静岡県立朝霧野外活動センター
定員　日本人 80人、外国人 20人
対象　小学３～６年生
内�容　富士登山、テント生活体験、野
外炊飯体験、ワイドゲーム、星空観
察など
申込期限　７月５日㈮
参加費　本会までお問い合わせください。
問合せ・資料請求先
　公益財団法人国際青少年研修協会
　 ��info@kskk.or.jp
　 http://www.kskk.or.jp

第 40回青少年国際交流
キャンプ参加者募集募集

経済センサス - 基礎調査
を実施
問企画振興課☎（43）1630

　経済センサス - 基礎調査は２０１９
年６月から２０２０年１月（江田島市
の場合）までの期間に、調査員が事業
所の活動状態を実地に確認し、新たに
把握した事業所など一部の事業所には
調査票を配布します。

　調査は、調査員証を身に付けた調査
員が行いますので、不審な場合は、調
査員証の提示を求めて下さい。
　皆さまのご理解とご協力をお願いし
ます。

江田島市広島東洋カープ
後援会　会員募集募集

とるの、ちょっとマテ！
問農林水産課☎（43）1642

　広島県漁業調整規則第35条によ
り、繁殖期間にあたる5月1日から7月
31日までの間は、マテガイの採捕が
禁止されています。
　この規則は、漁業者だけでなく、す
べての皆さんにも適用されますので、
規則を守りましょう。

５月１日から７月 31日までマテガイの採捕が禁止されています

6/1㈯～ 7㈮まで
「第 61回水道週間」
問水道業務課☎（42）3311

　

　水道週間が６月１日㈯から７日㈮ま
で全国一斉で実施されます。
　水道週間は厚生労働省、都道府県を
はじめ、各市町村の関係自治体などに
よって水道の現状や課題について理解
を深めるとともに、今後の水道事業の
取り組みについて協力を得ることを目
的に毎年実施されています。
今年のス�ローガン
いつものむ　いつもの水に　日々感謝
　平成 30年７月豪雨では、市内全域
で断水となり、水の大切さを改めて実
感しました。水は、災害時には「命の
水」になります。災害に備え、日頃か
ら水を備蓄する習慣をつけましょう。

問江田島市広島東洋カープ後援会
（NPO法人江田島eスポーツクラブ内）

☎（45）5461（水曜休み）
　江田島市広島東洋カープ後援会は、
令和元年度の会員を募集しています。
年会費　高校生以上 2,000 円
　　　　中学生以下 1,000 円

　詳しくは、ホームページをご覧くだ
さい。

▶�ＮＰＯ法人江田島市スポーツ振興協
議会
http://npo-esk.que.jp

▶ＮＰＯ法人江田島 eスポーツクラブ
http://e-spo.que.jp

問大柿サタデースマイルクラブ代表者
（大柿市民センター内）西由輝子☎（57）3009
　大柿市民センターで、毎月第１土曜
日に多種の活動クラブを始めます。
　音楽（楽器演奏、合唱など）を一緒
に楽しみたい方、きものを着てみたい
方を募集します。経験の有無は問いま
せん。また、他のジャンル（ダンス・
手芸など）の指
導者や部員も募
集します。
　土曜日の午後
にみんなで集
まり、一緒にス
マイルになりま
しょう。
募�集内容　①音楽クラブ、②きもの着
付教室、③その他
活動日　毎月第１土曜日午後１時～３時
年�会費（登録料）　大人 1,000 円、小
学生～高校生 500円
申込期限　６月 29日㈯

広報えたじま　令和元年6月19 広報えたじま　令和元年6月 18


