お 知らせ
プレミアム付商品券
の購入はお済みですか？

「海生交流協定」で交流促進
広島市内でのイベントを紹介

ピースアートプログラム
アート・ルネッサンス 2020
問認定NPO法人ひゅーるぽん☎082（831）6888
日時 ２月８日㈯～ 16日㈰午前10時30分～午後６時30分
（初日は午前11時から）
場所 合人社ウェンディひと・まちプラザ（広島市中区袋町6-36）
内容 今年で19回目を迎える、障害のある人の公募作品展。全

め解除につき、２月 29 日㈯まで、沖

日時

対象者（①・②いずれかの方）

美地区の予約乗合型タクシー「おれん

場所

①平成 31 年度住民税非課税者（課税基準日：平成 31 年

じ号」沖美南部線の全区間運行を再開

購入期限が迫っています。お早めに購入してください。

沖美町高祖埋立地

マラソンのほか、会場では焼きガキ

江田島市総合運動公園

参加料
講師

無料
白砂匠庸さん（三次市陸上競技

特産品の販売などもあります。

協会所属、ドバイ 2019 世界パラ

※参加受付は終了。

陸上競技選手権大会 F46 男子やり

※申請を希望される方は社会福祉課までご相談ください。
②平成 28 年４月２日～令和元年９月 30 日までに誕生し
た子どもがいる世帯の世帯主【購入引換券送付済み】
使用期限

３月８日㈰

※１ 冊（500 円分 10 枚つづり）5,000 円分を 4,000 円
で販売しています。

令和元年度 江田島市人権学習講演会
問生涯学習課☎（43）1902
さまざまな人権問題についての理解と認識を深め、人権意
識の高揚を図るため、講演会を開催します。

問市社会福祉協議会無料職業紹介所

２月１日㈯

産業企画課☎（43）1641

☎（42）5211
剪定技能の向上を図るため、次のと

親和園

看護師

ん、市民の皆さまも幅広く参加できま

募集人数

１人

す。参加を希望される方は、２月７日

勤務場所

江田島町小用 3-28-1

㈮までに、当センターへご連絡くださ

対象年齢

なし

い。
（平日８：30 ～ 17：15）

30 ～ 17：30 ※①、②ともに内休憩
173,936 円～ 203,392 円
昨年実績：4.7 カ月

准看護師・正看護師・運転

免許要（オートマ限定可）
休日

( プロダンサー )

月９日

年 107 日

ハローワークの求人情報独自の求人
情報はもちろん、独自の求人情報も相
談できます。詳しくは市社会福祉協議

小型船舶免許更新・失効講習を開催

内容 中四国地方と海外から192の企業・団体が出展する展示・
販売会。おいしいものなど各種商品が盛りだくさん。８日は先

問広島小型船舶教習所☎（69）1065
日時 ２月 22 日㈯午後６時～
場所

わくわくセンター（能美町鹿川）

申込方法

電話で同教習所へご連絡ください。

２月 18 日㈫・19 日㈬

両日

市 体 育 協 会（ 〒 737-2301

江田島市能美町中町 3699-2 NPO
法人江田島 e スポーツクラブ内）
 （69）0064
etajima.e-spo@cure.ocn.ne.jp
申込期限

２月 13 日㈭午後５時

詳しくは江田島 e スポーツクラブ
HP をご覧ください。
江田島 e スポーツクラブ

ともに午前９時～午後４時
シルバーワークプラザほか（江

田島町中央 1-15-15）
講師

沼田佳秀先生（広島県北部地域

江田島市駅伝大会開催と
交通規制のお知らせ

募集

問市体育協会☎（45）5461

職業訓練センター 職業訓練指導員
日時

（造園科）
）
参加費

■このほかの求人情報を知りたい方

テーマ 「唯一無二になる」 大前光市さん

（広島市西区商工センター一丁目14-1）

日時
場所

賞与：年３回

講師 大前光市さん

おり講習会を行います。
この講習会は、

申込 先

市シルバー人材センター会員はもちろ

勤務時間 ① 7：30 ～ 16：30、② 8：

持参、郵送、FAX、メール

で申し込んでください。

募集職種

必要資格

集会室（大柿町大原）

申込方法

剪定講習会のお知らせ
問市シルバー人材センター

事業所名

給与

大柿市民センター大

募集

投げ第８位）

せん

☎（27）8034

１時間

午後１時 30 分～
場所

求人情報

☎（42）5111

どの詳細は市 HP をご覧ください

日時

求人の詳細は
募集事業所へ

ケアハウス・こようの里

販売する場所や使用できる店舗な

着500人に来場プレゼントもあります。

場所

※詳しくは予約時に確認してください。

個性豊かな作品たちが、きっとあなたの心を惹きつけます。皆

場所 中小企業会館総合展示館

午前 10 時 30 分～

３月１日㈰午前９時 30 分～

扶養親族などを除く【申請必要】

購入引換券１枚につき５冊まで

２月８日㈯午前10時～午後４時 商談会・展示販売会（一般公開）

２月 24 日（月・祝）

のご賞味（有料）や地元生産者による

３月６日㈮

日時 ２月７日㈮午前10時～午後５時 商談会（バイヤー等事業者対象）

日時

しています。

購入上限

問ものづくり支援課☎082（504）2238

問市体育協会☎（45）5461

１月１日）ただし、住民税課税者と生計同一の配偶者・

販売期限

ビジネスフェア中四国2020

☎（45）5461（水曜休み）

県道高田沖美江田島線の一時通行止

市商工会☎（42）0168

陸上教室参加者募集

募集

問市かきカキマラソン実行委員会

問企画振興課☎（43）1630

問社 会福祉課☎（43）1654・産業企画課☎（43）1641・

国から集まった764作品から審査を経た122作品を展示します。
さんのご来場をお待ちしています。

第 43 回江田島市
かきカキマラソン大会

通行止め区間（おれんじ号
沖美南部線）運行を再開

募集

２月 16 日㈰
午前 10 時スタート

無料

大柿市民センターまつり
フリーマーケット出店募集

問大柿市民センターまつり実行委員会

会無料職業紹介所まで。

☎（57）3009

■求人情報を掲載したい

３月８日㈰開催の「第２回大柿市民

市内が勤務地となる求人情報（原則

センターまつり」のフリーマーケット

正社員）を広報紙やホームページに掲

への出店を募集します。詳しくは大柿

載できます。
詳しくは産業企画課まで。

市民センターまつり実行委員会まで。

コース
能美運動公園～中町～鹿川～小古江
～大原～柿浦～飛渡瀬～江南～能美
運動公園
交通規制
午前９時 50 分～ 11 時 30 分
※選手の進行方向に向かって片側交通
規制、最終ランナー通過後規制解除
（午前 11 時 30 分規制終了）。

広告
広告

▲前回の様子
21 広報えたじま

ホームページ見てね！

令和２年２月

広報えたじま

令和２年２月 20

