狩猟免許初心者講習会・試験
■ 狩猟免許初心者講習会
実施日

場所

講習内容

尾道市地球温暖化対策実行
計画協議会委員 募集

■ 狩猟免許試験
実施日時

締切

場所

定員

締切

① 6/25㈯ 安芸高田市民文化センター わな猟・銃猟 6/17㈮

① 7/  3㈰ 10：30〜 広島県立総合体育館 45人 6/23㈭

② 7/  2㈯ 呉市広まちづくりセンター

わな猟

6/24㈮

② 7/10㈰ 10：30〜 安芸高田市民文化センター 50人 6/30㈭

③ 7/  9㈯ せら文化センター

わな猟

7/  1㈮

③ 7/19㈫ 13：00〜 呉市総合体育館

50人 7/  8㈮

⑤ 8/  7㈰ 10：00〜 広島県東広島庁舎

⑥ 7/31㈰ 庄原市ふれあいセンター わな猟・銃猟 7/22㈮

⑥ 8/18㈭   9：30〜 広島県庄原庁舎第３庁舎 50人 8/  8㈪

⑦ 8/14㈰ 広島市安佐南区民文化センター わな猟・銃猟 7/29㈮

⑦ 8/31㈬ 10：30〜 広島県立総合体育館 45人 8/19㈮

時間  ①・④〜⑦ 9：30〜15：30
  ②・③ 9：30〜14：30
各回50人
7,000円（事前に現金書留か銀行振込）
午後のみ受講の場合は3,500円
※わな猟と銃猟を同じ日に受講することはできません。
締切日までに、農林水産課か各支所にある申込用紙
によりFAXか郵送で（送付先は申込用紙に記載）
（一社）広島県猟友会
（ 082-227-7890・ 082-227-7895）

免許の種類   網猟、わな猟、第一種銃猟、第二種銃猟
（③・④はわな猟のみ、②・⑤・⑥は網猟無し）
県内在住の満20歳以上の人
※網・わな猟は満18歳以上の人。
初心者5,200円（受ける免許の種類ごと）
免許所持者3,900円（免許の種類ごと）
※同一試験日に複数の免許種別の試験を受けることが
できます。
（条件あり）
広島県自然環境課（ 082- 513 -2933）

2022はーとふる講座 受講生募集
人間力アップ・あたたかさとやさしさ

3回連続
講座

時

講

師

かわむら じゅほう

7月23日㈯ 川村 寿法さん
13：30〜15：00 （真宗西蓮寺住職、朗読演劇家）

身近な生活を通して深く学ぶ人権
とは〜自作「その後の兎と亀」など
の物語を通して考える人権〜

まさおき

いきいき人生のすすめ
8月20日㈯ 半田 正興さん（元向島西郵便局長）
あお き
たいら
13：30〜15：00 青木 平 さん（歌で「まち」を輝かす会代表） 〜幸せロードへの視点〜
なかもと ちか こ

ばっちゃん
〜子どもたちの居場所〜

農地利用最適化推進委員を
募集します
農地利用最適化推進委員の欠員補
充のため、新たに募集します。
募集人数 １人（第４地区：御調町）
任期 農業委員会が委嘱した日から令
和 5 年 7月19日まで
農業委員会事務局で配布している申
込書を持参か郵送で
※申込書は市HPからダウンロード可
6月30日㈭ 必着
農業委員会事務局
（ 0848 -38 - 9491）

相

持参物
締切
電子メール
ホームページ

談
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9月10日㈯ 中本 忠子さん
13：30〜15：00 （NPO法人食べて語ろう会理事長）

新型コロナウイルス感染症の拡
大防止のため、因島アメニティ公園
園地での仮設売店は設置しません。
ご理解いただきますようお願いいた
します。
因島総合支所しまおこし課
（ 0845 -26 - 6212）

芸術・文化

はん だ

テーマ

しまなみビーチ海水浴場「海の家」
仮設売店は募集しません

スポーツ

日

募集

子育て

瀬戸田市民会館
先着40人
「住所、名前（ふりがな）
、電話番号」を電話、FAX、メールで。
6月17日㈮から受付開始  ※定員になり次第締め切り
人権男女共同参画課 因島ふれあいセンター（ ・ 0845 -24 -2160）
innoshima.jinkenbunka@city.onomichi.hiroshima.jp

etc…

50人 7/28㈭

健康・福祉

④ 7/29㈮ 13：00〜 世羅町甲山農村環境改善センター 45人 7/19㈫

⑤ 7/23㈯ 東広島市下見福祉会館 わな猟・銃猟 7/15㈮

くらしの窓

■料金や申込方法の記載のないものは無料または申込不要です。 日時・期間
場所
対象
内容
定員
料金
申込方法・申込先
問い合わせ先 ☎ 電話
ファクス

④ 7/17㈰ 海田町ひまわりプラザ わな猟・銃猟 7/  8㈮

尾道市では、令和４年度から５年度
にかけ、尾道市地球温暖化対 策実 行
計画（区域施策編）を策定し、ゼロカー
ボンシティに向け二酸化炭素排出量の
削減を目指します。
計画を策定するにあたり、温暖化対
策についての現況や今後の目標等につ
いて、協議するための委員を公募します。
応募資格（次のすべてに該当する人）
●市内に1年以上在住で、令和 4 年 4月
１日現在満18歳以上の人
●令和 4 年 6月〜令和 5 年 7月の間に
4 回程度、平日の日中に開催する会
議に出席可能な人
●国・地方公共団体の職員及び議員で
ない人
募集人数  1〜２人（任期２年間）
①名前
（ふりがな）②生年月日 ③性別
④住所 ⑤電話番号 ⑥作文「地球温
暖化対策について尾道市として何が
必要か（1,000文字程度）」を記載の
うえ、持参、郵送、メールのいずれかで
（様式自由）
6月24日㈮必着
〒722 - 8501 久保一丁目15 -1
環境政策課（ 0848 -38 - 9434）
kankyo@city.onomichi.hiroshima.jp

⑵社会や世界に向けての意見、未来へ
の希望や提案
⑶テレビや新聞などで報道されている
社会の様々な出来事に対する意見や
1 第72回“社会を明るくする運動”
感想・提言（震災、環境問題等）
“青少年の非行・被害防止強調月間”
⑷現代の青少年に期待すること
講演会
応募規定   作品は本人の未発表なもの
7月9日㈯ 10：00〜
で１人１点。黒鉛筆を使用し、400字
市民センターむかいしま
詰め原稿Ｂ4サイズ用紙３枚半以内。
演題  「GIGAスクール時代の子どもた
目安として、1,200字から1,400字程
ちに大人ができること」
度。
（小学１年生は60 0字から80 0
ネットを使いこなす教育へ大きく舵を
字程度で原稿用紙のサイズやマス目
切った日本。子どもたちをネットトラブ
の大きさは問わない。）原則自筆。
ルの被害者にも加害者にもさせない 応募方法 作文のはじめの枠内に「タ
ために大人ができることを考えます。
イトル、タイトルの下にテーマ番号、
親子で参加いただける
住所（市内通学生は学校名と学年を
講座です。
記入。住所不要）、名前、ふりがな、
講師   石川千明さん
（NPO
性別、年齢」を記入のうえ郵送。
法人奈良地域の学び推
7月1日㈮ 必着
進機構理事）
表彰   最優秀、優秀、入選（小学校、中
石川千明さん
学校、高校生、一般の各部門別）
往復はがき
※ 最優秀作品は、第57回尾道市青少年
●往信欄裏面に「講演会名（社明運動
健全育成大会【11月19日㈯ しまなみ交
講演会）
・郵便番号・住所・名前（ふ
流館】の席上で本人に発表していただ
りがな）・電話番号・参加希望人数
きます。
（はがき１枚につき２人まで。２人の場 ※入賞者の学校名、名前、作文のタイトル
合、同伴者の名前・住所・電話番号
を大会冊子と報道機関に発表します。
も記入）」
3「電子メディアとの付き合い方」の
●返信欄表面に「申込者の宛名」
標語募集
※未就学児で託児が必要な場合は「子
どもの名前・年齢」も併せて記入し
市内在住か通学する小・中学生
「託児希望」と朱書きしてください。
【テーマ】①テレビを消したりゲームを
（定員５人）
やめたりすることが目的ではなく、家
6月20日㈪
族の団らんを大切にし、コミュニケー
ション力の育成、豊かな心を育むため
2 青少年健全育成作文募集
の家族ふれあいデーを推進する標語
②インターネット（PC・携帯電話・ス
青少年の健全育成に関する作文を募
マートフォン・ゲーム機等）を安全に使
集します。
うために、情報モラルやフィルタリン
応募資格   市内在住の小学生以上の人
グの大切さを前向きにつたえる標語
か市内に通学通勤する人
【応募点数】１人１点
作文のテーマ（次のうちいずれか）
「標語、名前、学校名、学年、住所、電
⑴家庭、学校生活、社会（地域活動）
また
話番号」を記入のうえ、持参、郵送、
は、身の回りや友だちとの関わりなど
FAXまたはメールで
①わたしの住む町 ②わたしの家族
7月11日㈪ 必着
③わたしの仕事 ④わたしの夢 ⑤わた
しの友達 ⑥わたしの趣味 ⑦わたし 【1 2 3 共通事項】
〒722 - 0043 東久保町20 -14
の体力（健康）づくり ⑧わたしの学
青少年センター（ 0848 - 37- 8744
校生活 ⑨自然体験・社会体験を通じ
0848 -37- 8779）
て ⑩電子メディア（インターネットや
s-center@city.onomichi.hiroshima.jp
スマートフォン）について

青少年健全育成

広報おのみち・令和 4 年 6月

広報おのみち・令和 4 年 6月
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