家畜（動物）を飼養
する方へ

広島広域都市圏ふるさとの魅力発見バスツアー

募集

南瀬戸を訪ねて

問広島県西部畜産事務所

問広交観光株式会社

☎ 082（423）2441

☎ 082（238）4930

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日時点の家畜の頭羽数、
衛生管理状況を、所轄する畜産事務所
へ報告する必要があります。

日時

集合・解散の場所

広島駅新幹線口（南区松原町 1-2）

内容

たぶせいちごファームでのいち

峡温泉鳩子の湯（入浴・昼食）、道

いのしし（４月 15 日までに報告）

の駅上関海峡（ショッピング）、阿

鳥（６月 15 日までに報告）
↓広島県ホームページ内で検索

旅行 代 金

１ 人 8,000 円（ 交 通 費、

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

定期報告

募集

多田交流館
昼食代込み）

※詳しくは下記で確認してください。

問ハローワーク広島東
日時 ２月 20 日㈭午後１時～４時
（受付：午後０時 30 分～）
場所 広島市総合福祉センター（広島
市南区松原町 5-1 ビッグフロント
広島ビル５階）
内容

広島・呉などの約 30 社による

求人内容の説明・面接会／最新福祉
用具体験コーナー／看護師就職セミ
ナー／保育士就職セミナー
（未経験・
ブランクのある方向け）／保育士な
んでも相談会ほか
※入場無料、事前申込み不要です。お
気軽にご参加ください。

■オリーブ講習会を開催

市オリーブ振興協議会では、次のと

おり講習会を開催します。事前の申込

みは不要ですので、お誘い合わせの上、
ご参加ください。
日時
場所
内容

能美市民センター別館２階
会議室（能美町中町）

オリーブの植え方について

広交観光株式会社
☎ 082（238）4930

無料法律相談

問総務課☎（43）1111 ㈹
「北方領土」とは、北海道の北東洋
上に連なる国後（くなしり）島、択捉（え
とろふ）島、色丹（しこたん）島およ
び歯舞（はぼまい）群島のことです。
北方領土は、第二次世界大戦終了直
後、ソ連の軍事行動により不法占拠さ
れ、ソ連が崩壊してロシアとなった現
在もなお、その状態が続いています。
北方領土返還実現には、粘り強い外
交交渉が必要ですが、国民が関心を持
ち、世論の結集と高揚こそ、国の交渉
を支えることにつながります。
皆さんの声と力を合わせて、北方領
土の早期返還を実現させましょう。

固定資産評価審査委員会・公平委員会委員を選任
任期満了に伴い、12 月 11

２月 15 日㈯午後１時 30 分～

※講習会の参加は無料です。

２月７日は
「北方領土の日」

介護・看護・保育総合
就職フェア参加者募集
☎ 082（262）8300

問オリーブ振興室
☎（43）1643

午前８時～午後６時 20 分

▶牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、

きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面

オリーブ情報

３月 15 日㈰

ご狩り、やない白壁花香遊、上関海

▶鶏、あひる（アイガモ含む）
、
うずら、

問総務課☎（43）1111 ㈹
市民を対象とした、無料法律相談を
開催します。
1市顧問弁護士による法律相談
日時

２月 17 日㈪
午前 10 時～午後３時

場所

三高支所（沖美町三吉）

人数

８人（１人 30 分）

2広島弁護士会による法律相談
日時

２月 27 日㈭午後１時～４時

場所

切串公民館（江田島町切串）

人数

５人（１人 30 分）

予約方法

申し込み順で、２月３日㈪

から総務課で受け付けます。

問固定資産評価審査委員会・公平委員会☎（42）1114

固定資産評価審査委員会委員

公平委員会委員

会定例会で同意を得た次の方
が、委員に選任されました。
固定資産評価審査委員会委
員の任期は令和４年 12 月 15
日まで、公平委員会委員の任
です。
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今田 知二さん
( 再任・能美町 )

久岡 重樹さん
( 再任 ・ 江田島町 )

城山 昭博さん
( 再任 ・ 沖美町 )

平井 克宏さん
( 新任 ・ 大柿町 )

２月19日㈬にＪアラート全国一斉情報伝達試験を

行います。

問危機管理課☎（４３）１６３３

伝達訓練に合わせて多くの自治会が避
難訓練を実施しています。そのほか伝

Ｊアラートとは、全国瞬時警報システムのことで、
有事の際に市民の皆さまが適切かつ速やかに避難で

達訓練を行うことにより、機器不具合
の発見や改善にもつながります。

きるよう情報を迅速に伝達するため、消防庁が地方

放送の際、ご迷惑をおかけすること

公共団体と連携して整備を推進しているもので、本

もあるかと思いますが、ご理解とご協

市も平成20年度に整備しています。

力をお願いします。

※

緊急情報 を、人工衛星と地上回線を通じて全国
の都道府県、市町村に送信し、防災行政無線を自動
で起動することにより、人手を介さず瞬時に伝達す
るシステムです。
年に数回、国民保護情報や緊急地震速報を全国一
斉に伝達する訓練が行われています。緊急地震速報

※緊急情報
■内閣官房からの情報…国民保護に関する情報（弾
道ミサイル攻撃に関する情報など）
■気象庁からの情報…防災気象情報（緊急地震速報、
津波警報、気象警報など）

地域防災リーダー連絡会を開催しました
12月７日㈯、大柿市民センター（大柿町大原）で、

地域防災リーダー連絡会を開催しました。
各自治会代表の地域防災リーダーが出席し、それ
ぞれの自治会で実施した訓練や、防災活動の取り組
みについて、情報共有や意見交換を行いました。

日㈬に開催された第４回市議

期は令和５年 12 月 15 日まで

J アラート全国一斉情報伝達試験を行います
２月 19 日㈬実施

大規模災害に備えて

Information

砂堀 正治さん
( 再任・能美町 )

江田島市の地域防災リーダー認定は平成26年度
から始まり、今年度までに221人を認定し、現在は
196人の方に活動していただいています。
地域防災リーダーは、防災に対する心構えを地域
の人に伝え、災害による被害を少しでも少なくする
ため、自治会の防災担当として、防災訓練や防災啓
発活動などを行っています。

江田島警察署通信 第42号
～お得情報の犯罪メールに注意～

▲意見交換を行う地域防災リーダー

江田島警察署 ☎（４２）０１１０

ある日、携帯電話会社や、クレジットカード会社
などから

現在、携帯電話やパソコンに保存されている個人
情報を盗み取ったりウイルスを送り込むため、正規

などという内容のメールが届き、メールの下には
インターネットのホームページアドレスが。
ちょっと待って下さい！そのアドレスを安易にク

主のメールアドレスが本物かどうかを確認してみて
下さい。
ちょっとの確認で、被害を防止することができま

◦限定でプレゼント企画を実施中、無料でグッズを
プレゼント
◦特別優待券ポイントを発行しました

リックしてはいけません！

の会社を名乗ってメールを送りつけるサイバー犯罪
が確認されています。
ホームページへアクセスする前に、まずは、送り

す！まずは自己防衛から！
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