
お知らせ

第三十九回江田島老人将棋大会結果
優　勝　峯　　浩二
準優勝　森田　　肇
３　位　秋田　眞治
４　位　中下　幸生

▲堀尾会長㊧から目録を受け取る明
あきおか
岳市長

こんにちは！ 国際交流協会 です
問人権推進課☎（43）1635

問自衛隊広島地方協力本部☎（23）1226
　自衛隊では、自衛官候補生を募集しています。
■ 任期終了後は、①任期を継続、②民間企業へ就職するこ

とが可能です。
① 任期を継続する場合…選抜試験に合格すれば、「曹」さ

らには「幹部」へ進む道もあります。
② 民間企業へ就職する場合…再就職に向けた資格の取得な

ど、キャリアサポートも充実しています。
応募資格 18歳以上33歳未満の者（採用予定月の１日現在）
受付期間 年間を通じて行っています。
試験日程 受付時にお知らせします。

自衛官候補生を募集募集

問大会事務局（横手）☎（57）5825
　初冬の自然と史跡を楽しく散策！男
女、年齢を問わず、誰もが気軽に参加
できます。皆さん多数ご参加ください。
日 時　12 月１日㈰受付：午前８時

40 分～９時 10 分※小雨決行
会 場　大柿市民センター ( 開・閉会式・

スタート・ゴール ) 
コ ース　おおがき史跡散策（１万歩

ウォーキングコース：約５㎞ )
定 員　先着 130 人 ( 小学生以下の場

合は保護者同伴可 )
参 加費　中学生以下 300 円、高校生

以上 500 円（手作りパン２個・飲
み物・保険代）

申込期限　11 月 18 日㈪
申 込方法　申込書に参加費を添えて市

体育協会事務局か大会事務局にお申
し込みください。

① 市体育協会〒 737-2301 能美町中
町 3699-2 ☎・ （45）5461

② 大会事務局（横手）〒 737-2213
大 柿 町 大 原 5948 ☎・ （57）
5825

※ 大会要項・申込書は、市体育協会事
務局（江田島市スポーツセンター内）
と大会事務局にあります。

問権利擁護センターえたじま☎（27）8032
　弁護士による無料法律相談会です。
お気軽にお越し下さい（要予約）。
日時　11 月９日㈯午後 1 時～４時
場 所　能美保健センター(能美町鹿川)

第８回さわやか一万歩
クリーンウォーク参加者募集募集

無料法律相談

問総務課☎（43）1111㈹
1市顧問弁護士による法律相談
日時　11 月 18 日㈪
　　　午前 10 時～午後３時
場所　能美市民センター（能美町中町）
人数　８人（１人 30 分）
2広島弁護士会による法律相談
日時　11 月 28 日㈭午後１時～４時
場 所　江田島保健センター（江田島町

中央）
人数　５人（１人 30 分）
予 約方法　申し込み順で、総務課で受

け付けています（電話可）。

問広島南税務署法人課税第一部門
☎ 082（205）5036

　次の日程で説明会を開催します。
日 時　11 月 19 日㈫
▶年末調整説明会
　午後１時 30 分～３時
▶軽減税率制度等説明会
　午後３時～３時 30 分
場 所　わくわくセンター（能美町鹿川）

- 事業者の皆さまへｰ
源泉所得税の年末調整説明会・
消費税の軽減税率説明会

問広島南税務署☎ 082（253）3281
　国税庁では、国民の皆さまに租税の
意義や役割、税務行政に対する知識と
理解を深めていただくために、毎年
11 月 11 日～ 17 日を「税を考える
週間」として、ホームページなどで情
報を提供しています。詳しくは国税庁
ホームページをご覧ください。
▶税金展を開催
　藤三江田島ショッピングセンター
で、11 月 12 日㈫～ 19 日㈫の期間、
税金展（「小学生の税の絵はがき」「中
学生の税の作文・習字」などの展示）
を開催します。ぜひご覧ください。

税を考える週間

無料法律相談会

ハーモニカふれあい
コンサート

問江田島町老人クラブ連合会（久岡）
☎（42）4433

　ハーモニカの伴奏でみんなで歌いま
せんか？「ブルーライト・ヨコハマ」「東
京ラプソディ」のほか、懐かしい曲を
たくさん用意しています（入場無料）。
日 時　11 月 24 日㈰午後１時～（午

後０時 30 分開場）
場 所　江田島コミュニティーセンター

３階集会室（江田島町小用）
ゲスト　水川沙絵さん（フルート演奏）

 問広交観光㈱☎ 082（238）4930
　きのえ温泉ホテル清風館での入浴・
昼食、みかん狩り、竹原町並み散策
日 時　12 月 8 日㈰午前 8 時 30 分～

午後 6 時 30 分
集 合・解散の場所　広島駅新幹線口（南

区松原町 1-2）
代 金　１人 8,000 円（ 交通費、 昼食代込み）
募 集人員　40 人（最少催行人数 30

人。定員に達し次第募集終了）
申込先　広交観光㈱

募集
広島広域都市圏ふるさとの魅力発見バスツアー
瀬戸内の島々を見渡せる絶景
露天風呂と話題の竹原町並み

【自転車交通安全教室】
　９月 23日㈪、江田島自動車学校で、江田島ロータリー
クラブ主催による自転車交通安全教室が開催され、ベトナ
ム、ミャンマー、インドネシア、中国、フィリピンから約
50人の参加がありました。また、食文化交流をはさんで、
江田島ロータリークラブから日本語教材の贈呈がありまし
た。今後、日本語クラブで活用していきます。

広報えたじま　令和元年11月17 広報えたじま　令和元年11月 1617 広報えたじま　令和元年11月

広告

「海生交流協定」で交流促進
広島市内でのイベントを紹介

広島国際映画祭 2019

広告

野口健事務所提供

問平和文化センター国際交流・協力課☎082（242）8879
日時　11月17日㈰午前10時～午後４時
場所　広島国際会議場（広島市中区中島町1-5）
内 容　今年で20回目を迎える国際フェスタ。フェニックスホー

ルでのアルピニスト・野口健氏のトークショーや青少年のア
ジア・アフリカ・南米の音楽と舞踊のパフォーマンス、また、
茶道・華道・き
もの着付の日本
文化体験、世界
の屋台など、国
際色豊かなイベ
ントで皆さんを
お迎えします。

国際フェスタ 2019

問広島国際映画祭事務局☎082（228）5226
日 時　11月22日㈮～ 24日㈰午前10時～午後10時（初日は正

午から、最終日は午後8時まで）
場 所　NTTクレドホール（広島市中区基町6-78）、広島市映像

文化ライブラリー（広島市中区基町3-1）、横川シネマ（西区
横川町三丁目1-12）

内 容　“ポジティブな力を持つ作品を世界中から集めた映画祭”
をコンセプトとした、広島な
らではの映画祭です。国際映
画コンペティション、特別招
待作品、大林宣彦監督特集
の上映などが行われます。

※ 上映作品、上映時間、料金な
ど詳細は、広島国際映画祭
ホームページをご覧ください。

ⓒ 2019こうの史代・双葉社／「この世界の片隅に」製作委員会


