お知らせ

相談・水道局からのお知らせ

呉高等技術専門校
平成 30 年度生

募集

◎問合せ

県立呉高等技術専門校
☎0823（71）8816

●平成 ₃0 年度生募集（第 2 期選考）
【１年課程】
溶接加工科（40 歳以下）
機械システム科（40 歳以下）
【６か月課程】
ＣＡＤワーク科・介護サービス科
【申込締切】 ２月８日（木）必着
【提 出 先】 県立呉高等技術専門校
またはお近くのハローワーク
●オープンスクール
実際に職業訓練を見学してみませんか。
職業相談にも応じます。

（金）
とき／２月２日

9 時 ₃0 分～ ₁₆ 時 ₃0 分
内容／
（午前）
入校説明、施設見学、体験実習
体験実習、
過去問題解き方講習会
（午後）

『新春カラオケを楽しむ会』
イベント
坂町文化協会主催
◎問合せ

町民センター

き

◎問合せ

１月 2₈ 日（日）₁0 時～

■ところ 町民センター 大ホール
※なお、参加募集は終了しました。

入場
無料

■と

お願い

き

■と こ ろ
■対戦相手
■募集人数

■参 加 費
■応援方法
■そ の 他

広島市役所広域都市圏推進課内
広島広域都市圏協議会
☎
（504）
2017

２月 ₁₇ 日（土）

₁4 時試合開始
広島サンプラザホール
※現地集合です。
群馬クレインサンダーズ
100 人（申込多数の場合は抽選）
※広島広域都市圏内にお住まいの
方が対象です。
大人 1,600 円／高校生以下 1,300 円
1 階自由席で応援します。
コート内にて参加者全員で記念撮
影を行い、参加者全員に写真をプ
レゼントします。
（選手１名のサ
イン入り。選手は選べません。
）

■申 込 み
往復はがき（１枚５人まで）に、参加者全員
の住所、氏名、年齢、電話番号と「ドラゴンフ
ライズ共同応援希望」の旨を記入し、1 月 19
日（金）
（※消印有効）までに、下記へ。
※小学生以下の場合は、大人の同伴が必要です。
〒 730⊖8586（住所不要）
広島市役所広域都市圏推進課内
広島広域都市圏協議会

行政連絡員変更
長い間、町政にご協力いただきました、これ
までの行政連絡員の方が退任され、新しく次の
方がお世話をしてくださることになりました。
（敬称略）
浜宮地区第１行政連絡員
（前任者）岸
俊一
（後任者）大山 浩幸

共同応援

広島広域都市圏内の住民から参加者を募り、
Ｂリーグのプロバスケットボールチーム、広
島ドラゴンフライズの共同応援を行うことによ
り、住民の交流を促すとともに、広島広域都市
圏の PR を行います。

☎（820）1515

町内外ののど自慢の方が、多数出演します。
皆さん、お誘いあわせの上、お越しください。
■と

広島広域都市圏

募集 広島ドラゴンフライズ

■主

催

広島広域都市圏協議会

※広島市を中心として、東は三原市エリアから西は
山口県柳井市エリアまでの 11 市 13 町で構成し、
圏域経済の活性化と圏域内人口 200 万人超を目指
す「200 万人広島都市圏構想」の実現に向けて、連
携と交流を図る様々な取組みを推進しています。

住宅・土地統計調査の準備にご協力を
◎問合せ

役場企画財政課

☎（820）1507

平成 30 年 10 月１日に「住宅・土地統計調査」が全国一斉に実施されます。
この調査の準備として、２月１日現在で調査単位区の設定を行います。
これは、調査区域を明確にするために行うもので、県知事が任命した指導員
が１月中に調査区内を巡回して住戸を把握します。指導員が訪問したら、ご協
力をお願いします。指導員は「指導員証」を携行しています。
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◦ お気軽にご相談を！！◦
相談名

と

心配ごと相談
弁護士による無料
法律相談
（要予約）
こころの健康相談
（要予約）

き

1 月 ₁₅ 日（月）
₁₃ 時 ₃0 分～ ₁₆ 時
1 月 ₁₆ 日（火）
₁₃ 時 ₃0 分～

ところ

問合せ

平成ヶ浜福祉センター

社会福祉協議会
☎（885）2611

役場２階会議室

役場総務課
☎（820）1510

広島県西部保健所
広島支所
坂町保健センター
1 月 2₅ 日（木）
ひきこもり、強い不安 ₁₃ 時 ₃0 分～ ₁₅ 時 ₃0 分 担当医師：府中みくまり ☎（513）5521
病院医師
坂町保健センター
感のほか、こころの健
☎（885）3131
康に関する相談

◦ 水道管を寒さから守りましょう。◦
水道管や水道メーターは、気温がマイナス４度以下になると凍
結・破裂しやすくなります。気温が下がる場合は防寒対策を行い
ましょう。

ダンボールケースなどを

保温チューブでする場合
タオルなどでお
おってビニール
袋をかぶせる。

■簡単にできる防寒方法
作り、スッポリとかぶせ
るとさらに効果的です。
乾いた古布やタオルで保温し、その上か
らぬれないようにビニール袋をかぶせます。
外気が直接当たらないようにダンボール
ケースなどを作り、スッポリとかぶせるとさ
らに効果的です。
水道局マスコット
キャラクター
「じゃぐっちー」
■凍結したら
自然に溶けるのを待つか、凍った部分にタオルをかぶせて、そ
の上からぬるま湯をゆっくりとかけてください。
（熱湯をかけると
樹脂の配管が破裂する恐れがあります。
）
■破裂したら
メーターボックスの中にある止水栓を閉めてください。
止水栓の位置がわからない場合は、破裂して水が出ている部
分にタオルかビニールテープを巻きつけ、応急処置をしてください。
■修理の依頼は
広島市水道局指定給水装置工事事業者へ。
（メーターボックス
内については、
広島市水道局東部管理事務所
〈☎
（223）
6611〉へ。
）
◎問合せ

広島市水道局企画総務課

保温チューブ
水道管
ビニールテープ

10㎝以上

※保温チューブは、指定工事
業者等で販売しています。

古布でする場合
タオルなどでお
おってビニール
袋をかぶせる。

古布
ひも
ビニールテープ

ぬるま湯○
熱 湯×

☎（511）6808

◦ マンションなどの水道料金等の特例制度◦
マンションなど複数戸で1個のメーターを使用する一括メーター
方式の建物では、申請により、建物全体の使用水量を各戸が均
等に使用したものとみなして、入居戸数分の基本料金と低額な従
量料金で水道料金を算定する制度があります（下水道使用料の
取扱いも同様となります）
。
ただし、単身者用のマンションなど使用水量が少ない建物では
効果がない場合や、建物の形態により制度の適用条件に該当し
ない場合もあります。詳しくは、広島市水道局ホームページをご
覧いただくか、広島市水道局安芸営業所へお問合せください。

◎問合せ・申請先
広島市水道局安芸営業所
☎（821）4949
※音声案内に従って【２】を
押してください。

FAX（823）6624

（広島市水道局ホームページ）
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