
　

広報えたじま　平成26年５月 広報えたじま　平成26年５月��

行事案内
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※	記載がない場合、開催場所は各館。
■学びの館 ☎（４２）１１４５
　おかばやしふみこ作品展
　岡林史子さん（大柿町大君）
　の、ちりめんの端切れを使っ
　た貼り絵作品、約60点を展
　示します。
　期間　５月14日㈬午後～
　　　　６月20日㈮午前
※開館時間は午前９時30分～
　午後４時30分(火・祝除く)

　和紙人形のしおりを作ろう
　日時　５月24日㈯午前10時～
　講師　米原光枝さん
　定員　10人
　材料費　３００円
　申込期限　５月15日㈭
■江田島公民館
　　　　　 ☎（４２）００１５
　パソコン講座
　最新モデル「ウインドウズ８」
　を勉強しませんか。

　日時　５月22日㈭、23日㈮
　　　　午後１時30分～
　　　　午後３時30分
　対象　ノート型パソコン（ウ
　　インドウズ８限定）持込み
　　できる人で、２回の講座が
　　受講できる人
　講師　髙柴順彦さん
　定員　10人
　申込期限　５月16日㈮

　手作りパン教室
　おうちでできるパンを手作り
　してみませんか。
　日時　５月28日㈬
　　　　午前10時～
　場所　江田島公民館　
　講師　吉本幸美さん（キッチ
　　ン＆カフェｈａｍａ）
　定員　８人
　申込期限　５月12日㈪
　参加費　１，０００円

■大柿公民館☎（５７）３００９
　気軽に楽しく！

　～色紙作品をつくろう～
　日時　５月16日㈮
　　　　午前10時～
　材料費　３００円
　申込期限　５月13日㈫

　初心者のためのインターネッ
　トとスマートフォン講座
　～ネットの安全な使用方法と
　スマホの使い方～
　日時　５月21日・28日・　
　　	6月４日・11日・18日・25日
（いずれも水曜日の全６回）

　　午前10時～
　講師　面出律雄さん
　テキスト代　１，０００円
　定員　10人
　申込期限　5月15日㈭

館民公 の催し案内

オリーブ１１０番

問農林水産課オリーブ振興室
　　　　　　☎（４０）２７７０

Vol.18　オリーブの開花

　オリーブは 5月中旬から 6月上
旬になると、クリーム色の小さな花
が咲き始めます。開花は 1週間ほ
どと短く、実をつけるためには開花
中に確実に受粉させることが重要で
す。また、晴天が続く時は、かん水
を十分行いましょう。

■５月のオリーブ栽培暦
　オリーブの新芽が伸び始める時期には、ハマキムシ類が枝の先端を食
害します。食害が多いと、生育が阻害されるだけでなく、傷口から病気
にかかりやすくなります。ほ場を定期的に見回り、被害を早期に発見す
るとともに、捕殺やデルフィン顆粒水和剤 2,000 倍の樹全体への散布
で防除しましょう。（４月上旬～６月下旬）白い花がたくさんつきます。

ハマキムシを放っておくと新芽も食
べれらてしまいます。

　オリーブに関する事は江田島
市オリーブ振興協議会（農林水
産課内）へご相談を！
　電　話（４０）２７７０
　ＦＡＸ（４０）２０７３
　メール
　nousui@city.etajima.hiroshima.jp

市税などの納期限￥ ６月２日㈪

　税などは、期限内に納めましょう。ゆめタウン江田島内
の市民サービスセンターでは、土曜日・日曜日・祝日でも
納付できます。
固定資産税
（１期・全納）

問税務課
☎（４０）２７６５

保育料
（５月分）

問子育て支援センター
☎（４２）２８５２

住宅使用料
（５月分）

問都市整備課
☎（４０）２７７３

畑地かんがい施設
給水使用料

問農林水産課
☎（４０）２７７０

５月の相談

■心配ごと相談（午後１時～３時30分）
　　　　  問社会福祉協議会　☎（４０）2５０１

	1	日㈭　農村環境改善センター
 8 日㈭　大柿公民館
15日㈭　三高会館
22日㈭　江田島公民館

江田島町
間　　忠生（秋月・45歳）	 銀杏サトヨ（江南・92歳）
奥本　悦子（幸ノ浦・56歳）	 越智　　均（中央・76歳）
　地　淳壯（中央・83歳）	 宍田治三夫（小用・93歳）
下前　　衛（小用・82歳）	 太刀掛ツヤ（中央・91歳）
堤　セツノ（秋月・98歳）	 土手キミヱ（切串・95歳）
正岡　政幸（小用・82歳）	 山㟢　初江（中央・66歳）
山野　　博（江南・81歳）	
能美町
沖西アヤ子（鹿川・93歳）	 加藤智惠子（高田・83歳）
木村　　務（中町・84歳）	 下井田キミコ（高田・86歳）
下倉ヒフミ（中町・94歳）	 髙宗ヒサ子（高田・89歳）
山野井恭子（高田・65歳）	 山野井ユキヱ（高田・90歳）
山本カツミ（高田・95歳）	
沖美町
後河内ハマヨ（三吉・102歳）	 勝田　道子（美能・83歳）
川野　明子（畑・86歳）	 久保河内六十（美能・88歳）
野村　初行（三吉・50歳）
大柿町
岩本千枝子（大君・84歳）	 浴中　敏子（柿浦・56歳）
江野脇　貢（深江・81歳）	 大本　　進（柿浦・83歳）
大脇イサミ（飛渡瀬・96歳）	 久保井　武（大君・79歳）
久保原ハルコ（大君・94歳）	 荒神　正之（深江・93歳）
坂根ラクエ（飛渡瀬・94歳）	 眞谷　宏美（大君・74歳）
杉本　俊思（大君・66歳）	 髙森　勇次（大君・26歳）
中山マサヱ（小古江・88歳）	 濵野　明三（大原・87歳）
室元トヨノ（小古江・93歳）	 山下　好枝（柿浦・69歳）
渡邉　　栞（大原・89歳）

「おくやみ」は、亡くなられた方を掲載しています。このコーナーへの
掲載を希望されない場合は、秘書広報室へご連絡ください。
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「すこやか」は、生まれたお子さまについて掲載依頼書を提出された場合に
掲載しています。掲載希望の場合は、秘書広報室へご連絡ください。

ありがとうございました

寄附 （敬称略）

ふるさと寄附金として　　　上本　秀之（大阪府堺市）
後期高齢者医療寄附金として　太刀掛隼則（江田島町中央）

３月16日～４月15日届け出分

パソコンや携帯電話のメールアドレ
スへ、災害・緊急情報、公共交通情
報・子育て情報を配信しています。
※携帯電話から、右のＱＲコードを
　読み取って登録できます。
URL	:	http://www.city.etajima.hiroshima.jp/mail/

３日㈷ 長尾医院（沖美町三吉）
青木病院（江田島町中央）

☎(47)0204
☎(42)1121

４日㈷ 大井（征）医院（大柿町大原） ☎(57)6500

５日㈷ 澤医院（大柿町小古江） ☎(57)2003

６日 梶川医院（沖美町岡大王）
吉田病院（江田島町津久茂）

☎(48)0201
☎(42)1100

11 日㈰ 浜井医院（大柿町柿浦） ☎(57)2008

18 日㈰ 芸南クリニック（大柿町柿浦） ☎(57)3705

25 日㈰ 堀澤クリニック（能美町高田）
森藤医院（江田島町切串）

☎(40)2112
☎(44)1156

問保健医療課　☎（４０）３２４７

※日程は変更することがあります。５月の当番医
おめでとうございます

すこやか （地区別50音順・敬称略）
３月16日～4月15日受け付け分

ご冥福をお祈りします

おくやみ （地区別50音順・敬称略）
３月１日～31日届け出分

男性 女性 計 世帯数
江田島 4,349 4,700 9,049 4,619
能　美 2,635 2,912 5,547 2,648
沖　美 1,640 1,767 3,407 1,771
大　柿 3,625 3,944 7,569 3,703
全　体 

(前月比)
12,249
（-299）

13,323
（-113）

25,572
（-412）

12,741
（-319）

平成26年３月31日現在

人口と世帯数 （外国人市民を含む）


