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■６/15㈰・市制10周年記念
　第10回江田島市文化団体
　交流発表大会
　時間　午前９時40分～午後
　　３時
　場所　沖美ふれあいセンター

　市文化協会会員が、日夜、練
　習に練習を重ねた努力の成果
　を発表します。民謡・舞踊・
　コーラス・銭太鼓・カラオケ
　など盛りだくさんです。みな
　さまぜひご来場ください。う
　�どん・コーヒーなどの販売も
しています。

　問沖美公民館☎（４７）０２１１

　

※�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
　示しています。
　期間　６月20日㈮まで
※開館時間は午前９時30分～
　午後４時30分(火・祝除く)

　第４回江田島公民館
　太刀掛写真教室作品展
　太刀掛隼則さんの江田島公民
　館白黒写真教室作品約40点
　を展示しています。
　期間　６月29日㈰～８月1日㈮
※開館時間は午前９時30分～
　午後４時30分(火・祝除く)

　花瓶敷きを作ろう
　着物の端切れを使い、花瓶敷
　きを作ります。ボンドと布切
　りばさみを使用します。
　日時　７月５日㈯午前10時～
　講師　出石邦子さん
　定員　10人
　材料費　３００円
　申込期限　６月25日㈬

■江田島公民館
　　　　　 ☎（４２）００１５
　シフォンケーキ作り教室
　シフォンケーキ作りとアング
　レーズソースを手作りしてみ
　ませんか。
　日時　６月24日㈫
　　　　午前10時30分～
　講師　久保文子さん（ジュニ
　　アー野菜ソムリエ）
　定員　12人
　参加費　４００円
　申込期限　６月13日㈮

■中町公民館☎（４５）５１２３
　ふわふわシフォンケーキ教室
　ふわふわシフォンケーキとお
　もてなしの盛り付け方を学ん
　でみませんか。
　日時　６月25日㈬午前10時～
　講師　吉本幸美さん（キッチ
　　ン＆カフェｈａｍａ）
　定員　８人
　申込期限　６月20日㈮
　参加費　６００円

■沖美公民館☎（４７）０２１１
　絵手紙で季節をつたえよう！

　『うちわ』や『扇子』に自由
　な発想で、思いを描いてみま
　せんか。
　日時　６月29日㈰午前10時～
　講師　橋本弥進子さん
　定員　15人

　対象者　小学生以上
　材料費　うちわ５００円
　　　　　扇子８００円
　持参物　絵のモデルにするも
　　の（やさい、果物など）
　申込期限　6月10日㈫

　パソコンワード絵教室
　日時　７月１日㈫、２日㈬
　　いずれも午前10時～
　講師　髙柴順彦さん
　定員　15人
　申込期限　６月24日㈫

■大柿公民館☎（５７）３００９
　私の海外体験談
　～ニュージーランド～
　日時　６月14日㈯午後２時～
　講�師　江田島国際交流�ボラン
ティア

　申込期限　６月10日㈫

　和の文化～茶道～
　立礼点前から、おもてなしの
　心を学びます。
　日�時　６月11日・18日・25

日・７月２日・５日・６日
（全６回）いずれも午後２
時～

　講師　上本宗京さん
　受講料　１０００円
　水屋料　１回３００円
　申込期限　６月９日㈪

　江田島発見隊！
　～能美町の水産工場見学と　
　史跡探訪～
　日時　６月23日㈪午前９時
　　30分～
　集合場所　大柿公民館
　講師　江田島市観光ボラン　
　　ティア
　定員　10人程度
　申込期限　６月10日㈫

館民公 の催し案内

市税などの納期限￥ ６月３０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。
市県民税
（１期・全納）

問税務課
☎（４０）２７６５

保育料
（６月分）

問子育て支援センター
☎（４２）２８５２

住宅使用料
（６月分）

問都市整備課
☎（４０）２７７３

６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

�5�日㈭　農村環境改善センター
12日㈭　大柿公民館
19日㈭　沖美支所
26日㈭　江田島公民館
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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。

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/

１日㈰ 大谷リハビリテーション病院
（大柿町柿浦） ☎(57)3636

８日㈰ 大君浜井病院（大柿町大君） ☎(57)5678

15 日㈰ 川崎医院（能美町鹿川） ☎(45)2031

22 日㈰ 幸田医院（大柿町柿浦） ☎(57)2041

29 日㈰ 大谷リハビリテーション病院
（大柿町柿浦） ☎(57)3636

問保健医療課　☎（４０）３２４７

※日程は変更することがあります。６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）
4月16日～5月15日受け付け分

江田島町
　赤松ミサヲ（切串・96歳）	 沖世美代子（小用・80歳）
　木㟢　房江（鷲部・88歳）	 小中タマヨ（鷲部・91歳）
　新本　正則（小用・99歳）	 谷本トシヱ（江南・85歳）
　中田　久子（大須・88歳）	 西村　光子（秋月・76歳）
　波間　行雄（切串・65歳）	 平野千代子（切串・92歳）
　山下　光年（切串・89歳）	 山本　初惠（小用・84歳）
能美町
　川上　秋男（中町・82歳）	 小瀧　　明（鹿川・92歳）
　田中　武義（高田・92歳）	 内藤　一美（鹿川・67歳）
　道元　　肇（鹿川・82歳）	 向井　政美（中町・74歳）
　山本　清志（鹿川・72歳）
沖美町
　EGUCHI	PRECILLA	ESCOBAR（美能・45歳）	 坪河　晢雄（三吉・77歳）
　寺本　修二（是長・85歳）	 林山マサ子（是長・89歳）
　丸子　雄三（三吉・83歳）	 三浦　美行（美能・64歳）
大柿町
　大石富己子（柿浦・90歳）	 大下　初子（柿浦・82歳）
　岡㟢アヤ子（大原・77歳）	 沖　アキヨ（飛渡瀬・92歳）
　　谷　一義（深江・83歳）	 上河内正義（深江・77歳）
　澤岡　哲美（飛渡瀬・77歳）	重山スミヱ（飛渡瀬・89歳）
　田口　里枝（飛渡瀬・99歳）	出海　征彦（大原・76歳）
　中元スミヱ（大原・94歳）	 橋本ヒサヨ（飛渡瀬・92歳）
　林　　忠行（大原・69歳）	 平本　常一（飛渡瀬・99歳）
　堀尾　葊美（大原・77歳）	 森岡　則夫（飛渡瀬・68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。

ご冥福をお祈りします

おくやみ （地区別50音順・敬称略）
４月１日～30日届け出分

男性 女性 計 世帯数
江田島 4,530 4,700 9,230 4,809
能　美 2,636 2,914 5,550 2,655
沖　美 1,636 1,761 3,397 1,775
大　柿 3,606 3,921 7,527 3,691
全　体�
(前月比)

12,408
（159）

13,296
（-27）

25,704
（132）

12,930
（189）

平成26年４月30日現在

人口と世帯数 （外国人市民を含む）


