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▼自然、食べ物、特産品についてアイデアを出し合う高校生たち

未来に向けアイデアを出し合う

市民ワークショップ開催

７月５日㈯、大柿分庁舎で「第２次
市総合計画の策定に向けた市民ワーク
ショップ（第２回）」を開催し、大柿
高等学校の生徒８人を含む 46 人が参
加しました。大柿高等学校の生徒は、
「自慢できる島」についてアイデアを
出し合いました。参加した安田英玲奈
さん（１年）は、「今まで知らなかっ
た市の良さが分かり、参加して良かっ
た。江田島市を見つめ直すことができ
た」と話してくれました。
抜群のチームワークが光る

海上自衛隊幹部候補生が活躍
６月 28 日㈯、午前８時 30 分から昼すぎまで、
海上自衛隊幹部候補生学校（学校長 池太郎）の
第 65 期一般幹部候補生 143 人が、江田島町小用
～秋月に至る県道沿いの桜の木に巻きついたツタ
の除去や草刈りなどのボランティア活動を行いま
した。活動に参加した上﨑有花さんは「この活動
を通じて地域に貢献できるのが嬉しい。また、活
動により仲間同士の交流を深めることができる」
と話してくれました。

▼麦わら船が川面を彩り、祭りの風物詩となっている

地域と共に伝統文化を継承

色鮮やかに浮かぶ麦わら船
７月 12 日㈯、江田島町切串地区に伝わる伝統
行事として、厳島神社の管絃祭にちなんだ「おか
げんさん」が行われました。今回初めて参加した
小中学生による勇壮な「陀峯太鼓」が会場に鳴り
響き、大勢の観客は歌や踊りなどを楽しんでいま
した。また、暗くなるにつれて、長谷川では麦わ
ら船がろうそくの火で色鮮やかに浮かび上がり、
幻想的な雰囲気をかもし出していました。
▲約２km にわたって活動する一般幹部候補生たち
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②

目標の舞台
囲碁全国大会に出場

▼地震による原油タンクの火災などを想定した訓練

全国少年少女囲碁大会県予選を突破

車両21台、船舶２隻を動員

危険物施設防災訓練を実施

６月22日㈰、全国少年少女囲碁大会県予選（日本
棋院県本部、中国新聞社主催）が広島市内で開催
され、小学生の部で大森らんさん（江田島小６年・
写真左側）が優勝、武島蓮君（中町小３年・写真右
側）が準優勝しました。２人は７月29日㈫・30日㈬に
東京都で行われる全国大会に出場します。大森さん
は「本選に出場することが目標」。武島君は「強い
相手と対局することが楽しみ」と話してくれました。

６月 20 日㈮、鹿川ターミナル㈱（能美町）で、
危険物施設防災訓練を実施しました。これは、南
海トラフを震源とする地震により火災が発生し、
海上に油が漏れ出したことを想定した訓練で、防
災関係９機関が消火活動など連携を図りました。
▼みんなの協力で砂浜がきれいになりました

江田島小学校が団体戦で２年ぶり優勝

漂着したごみや廃材など

みんなで砂浜の清掃活動を実施

６月28日㈯、第11回文部科学大臣杯小・中学校
囲碁団体戦県大会（日本棋院、産経新聞社主催）が
広島市内で開催され、団体戦（３人編成）に出場し
た江田島小学校（写真左から、吉田朱里さん・６年、
大森心太君・４年、大森らんさん・６年）が優勝し
ました。７月27日㈰・28日㈪に東京都で行われる全
国大会に出場します。吉田さんは「目標は１勝する
こと」と話してくれました。

６月 26 日㈭に能美中学校の生徒と大柿高等学
校生徒会、７月４日㈮には呉特別支援学校江能分
級により長瀬海岸の清掃活動が行われました。児
童生徒総勢 148 名によって約 200kg のごみが集
められ、大変きれいな砂浜になりました。
▼実行委員長を務めた舩本清宏さん

全国高校囲碁県予選を３連覇
６月22日㈰、全国高校囲碁選
手権大会県予選（県高校文化連
盟、中国新聞社など主催）が広
島市内で開催され、個人戦女子
の代表決定戦で竹野麻菜美さん
（国泰寺高３年・江田島町）が
優勝しました。７月23日㈬・24
日㈭に東京都で行われる全国
大会に出場します。竹野さんは
「目標は予選突破です」と話し ▲竹野麻菜美さん
てくれました。
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お互いに交流を深め合う

江田島チャリティー交流会開催
６月 29 日㈰、江田島チャリティー交流会が江
田島公民館で行われました。この交流会では、
「東
日本大震災」被災地の復旧・復興のための義援金
18 万 9,000 円が集められ、同実行委員会から宮
城県気仙沼市へ送られました。

お知らせワイド

問危機管理課

☎（４０）２２１８

８月と９月は日本へ上陸・接近する台風が多くな
ります。台風は事前に備えができますので、日頃か
ら備えておきましょう。
（事前の注意）
◎江田島市総合防災マップで避難所や非常持出品を
確認しておきましょう。
◎家の周りを再点検しておきましょう。
（接近しているときの注意）
◎テレビやラジオで最新の台風情報に注意しましょう。
◎不安や危険を感じたら早めに安全な場所へ避難し
ましょう。
（台風が来たときの注意）
◎台 風で亡くなった方の多
くは、屋根の上や屋外で
の作業中に強風にあおら
れての転落事故によるも
のです。屋外での作業は
絶対にやめましょう。
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60

募集

「備えあれば憂いなし」
木造住宅の耐震化助成のご案内

費用の一部を助成

台風に備えましょう

56

住宅

問都市整備課☎（４０）２７７３

募集期間を延長

防災

木造住宅の耐震改修

＜耐震診断＞
○虚偽の申請その他不正行為などが発
覚した場合は、診断費用を全額負担
していただきます。
＜耐震改修＞
○市が指定する耐震診断を行い、改修
工事後の耐震基準が「一応倒壊しな
い」（上部構造評点が１.０以上）
となる必要があります。
○診断・設計・監理を建築士が行う必
要があります。
○すでに工事に着手しているもの及び
リフォームは対象外です。

木造住宅の耐震診断

■注意事項

「木造住宅耐震改修補助事業」も
引き続き募集をしています。ただし、
改修を行う前に市が指定する耐震診
断を行う必要があります。
補助金額 最大 万円
募集戸数 ５戸（先着順）
申込締切
月 日㈮

○住宅の所有者などであること
○税金などの滞納がないこと
○市内にある木造の住宅
○昭和56年５月31日以前に着工
○個人所有の専用住宅または併用住宅
で階数は３以下
○賃貸用でないことなど

６月から募集している木造住宅の
耐震診断（無料）は、予定戸数に達
していないため、募集期間を９月１
日㈪まで延長します。
木造住宅の耐震診断は、市が専門
業者を派遣して行います。対象とな
る住宅は、昭和 年以前に建築され
たものです。
募集戸数 ７戸（先着順）
申込締切 ９月１日㈪

■申込条件

消防職員を募集
問消防本部総務課

☎（４０）０１１９㈹

江田島市消防本部では、平成27年春採用予定の消
防職員を募集します。
▶職種・採用予定人数 消防吏員 ２人程度
▶受験資格（学歴不問）
・平成27年４月２日現在で24歳未満の人（救急救命
士有資格者は26歳未満）
・災害現場活動に従事できる人（男女同枠）
・江田島市内に居住できる人
▶受付期間 ８月18日㈪～９月30日㈫
▶受付場所 江田島市消防本部総務課
※申込用紙は、受付開始日から消防本部と能美出
張所で配布します。また、市ホームページから
もダウンロードできます。
▶第１次試験期日（筆記試験）
10月25日㈯午前10時～
▶試験会場 農村環境改善センター（能美町鹿川２
０６０番地）
▶その他 １次試験に合格した人は、２次試験（面
接・体力検査）があります。
広報えたじま
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お知らせワイド
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『介護マーク』のご活用を
問地域包括支援センター☎（４０）３５７１

介護をする方が公共の
場で誤解を受けることの
ないよう、周囲に介護中
であることをさりげなく
理解してもらえるよう携
帯できる『介護マーク』
を作成しました。次のような場面でご活用ください。
《具体例》
・公共のトイレで要介護者に付き添う時
・男性介護者が女性要介護者の下着類を購入する時
・認知症、知的障害、精神障害など、周囲に要介護
者と分かりにくい方の介護をする時
※要介護者とは、介護を受ける方をいいます。
※係への申請により、『介護マーク』を必要とされ
る 介護者には、どなたにでも配布します。また、
外出先で『介護マーク』を見かけたら、温かく見
守ってください。
申請先 地域包括支援センター
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健康

問保健医療課☎（４０）３２４７

着 人。
▼費用 当日受け付けで徴収。
・乳がん
１方向１２００円
２方向１７００円
・子宮頸がん ８００円
※検診申し込み後、受診日の２週間
前に問診票などを送付しますので、
あらかじめ記入して当日持参して
ください。
※５月に対象者に送付している「が
ん検診無料クーポン券」が利用で
きます。
※申し
 込み後にキャンセルをする場
合は、保健医療課に連絡してくだ
さい。
50

介護

検診

街角レディース検診を実施

10

20

ゆめタウン江田島駐車場で、乳が
ん、子宮頸がん検診を実施します。
近年、食生活の欧米化やライフスタ
イルの変化により、乳がん、子宮頸
がんを発症する女性が増えています。
本市の平成 年度検診受診率は、
乳がん ・９％（県内 位）子宮頸
がん ・ ％（県内 位）でした。
「がん」は、見つかるのが早けれ
ば早いほど治りやすい病気です。検
診を受けて早期発見こそが「がん征
圧のカギ」です。
家事、子育て、仕事などで毎日忙
しい女性の方、お買い物のついでに、
是非お気軽に受診してください。

▼検診日
月 日㈷
▼受付時間 午前９時～ 時
▼対象者
・本市に住所がある女性
・乳が
 ん検診は 歳以上、子宮頸が
ん検診は 歳以上（平成 年 月
日現在の年齢）の方
▼申込期限 ９月５日㈮
※電話で保健医療課に申し込んでく
ださい。
▼人数 乳がん、子宮頸がんとも先
31

歯つらつ口腔機能向上教室開催
問地域包括支援センター☎（４０）３５７１

口の中の健康が保たれていないと、食べにくく
なったり、飲み込む力が衰えたりと口腔機能の低下
が進み、からだ全体にも悪影響を及ぼします。
市では住み慣れた地域でいつまでも健康に過ごせ
るよう、おいしく食べて、楽しく話し、よく笑うな
どの基になる口腔機能の維持・向上を目的とした
「歯(は)つらつ口腔機能向上教室」を開催します。
対象 者 おおむね65歳以上で介護保険のサービス
を利用していない人
申込期限 ８月５日㈫※地域包括支援センターに電
話で申し込んでください。
持参物 タオル、筆記用具
※なお、事前に申し込みをされていない場合でも、
会場の状況によっては参加は可能です。
※送迎はありません。
地区

教室開催日時・場所
８月７日㈭・８日㈮ 午前10時～11時30分
江田島町秋月
秋月公民館２階大広間
８月７日㈭・８日㈮ 午後２時～３時30分
江田島町切串
切串公民館２階調理室

理学・福祉・歴史・文学・自
然科学など、幅広い分野を学
べます。
働きながら学んで大学を卒
業したい、学びを楽しみたい

下水道接続にご協力を！

問下水道課
☎（４２）３９１１
下水道が整備され
た地域にお住まい
で、下水道に未接続
のご家庭は、できる
だけ早く下水道に接
続していただきます
よう、お願いします。

問企画振興課
☎（４０）２７６２
市内の公共交通機関では、
お盆期間中、一部のダイヤが
変更されます。お間違えのな
いようご注意ください。
江田島バス㈱ ８月 日㈬～
に懸垂幕やのぼりを市役所な
日㈮ 土・日・祝日ダイヤ
どに設置し、８月７日㈭に、
で運行☎（４５）５３６３
市内各桟橋とスーパー３カ所
航路についてもお盆専用ダ
で、啓発活動を行います。こ
イヤや必要に応じて臨時便を
の機会に、人権について改め
増便する運航会社があります。 て考えてみましょう。
詳しくは、各運航会社まで。

お盆ダイヤで運行
（運航）

31

８月は人権強調月間
問人権推進課
☎（４０）２７６７
毎年、８月を「人権強調月
間」とし、人権意識の高揚を
図る取り組みが各地で行われ
ています。本市でも、期間中

⑥
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法律相談を開催

８月１日㈮～９月９日㈫
ただし、自衛官候補生（男
子）は年間を通じて募集して
います。
自衛官募集ホームページ

放送大学 月生を募集

出願期間 ８月 日㈰まで

http://www.mod.go.jp/ など、様々な目的で幅広い世
代、職業の方が学んでいます。
gsdf/jieikanbosyu/

呉高等技術専門校
月入校生を募集

15

問呉高等技術専門校
☎（７１）８８１６
募集する科
ビルメンテナンス科 人
医療介護事務科 人
介護サービス科 人
申込締切 ８月 日㈭必着
選考日 ９月４日㈭
その他
実習教材費（４～５万円）
が必要

10

問放送大学広島学習センター
☎０８２（２４７）４０３０
放送大学では平成 年度第
２学期（ 月入学）の学生を
募集中です。
放送大学ではテレビなどの
放送やインターネットを通し
て学ぶ通信制の大学です。心

13

問総務課
☎（４０）２２１１㈹
市の顧問弁護士による法律
相談（無料）を開催します。
日時 ８月 日㈪
午前 時～午後３時
場所 大柿分庁舎
※相談
 者の人数制限あり（８
人）、事前に予約が必要。
予約方法 申し込み順で、８
月１日㈮から総務課で受け
付けます。

21

15

自衛官候補生などを募集
問 自衛隊広島地方協力本部呉

27

20 20
26

地域事務所☎（２３）１２２６

18

21

10 25

自衛隊では、自衛官候補生
などを募集しています。
申込方法など詳しくはホー
ムページをご覧いただくか、
自衛隊広島地方協力本部呉地
域事務所へお問い合わせくだ
さい。
▼募集種目・応募資格
自衛官候補生・一般曹候補生
歳以上 歳未満の人
航空学生
高校卒業（見込者含む）
歳未満の人
受付期間（締切日必着）

▲昨年の啓発活動の様子

10

10

お 知らせ

本市の対岸にある広島市は、コンサートやスポーツ
観戦、買い物などが楽しめる都市で、「国際平和文化
都市」としても知られています。
今年４月、本市と広島市は「海生交流協定」を締結
しました。お互いの魅力を生かして市民の交流を増や
し、地域活性化につながる取り組みを進めていきます。

す。夏休み中にお友達を誘っ
て是非見に来てください。帰
省中の皆さまもお気軽にご来
場ください。

小型船舶免許更新・
失効講習を開催

問広島小型船舶教習所
☎（２２）９８６６
日時 ８月 日㈯午後６時～
場所 農村環境改善センター
申込 電話で同事務所へご連
絡ください。
16

化薬・医薬品営業部
指定医薬部外品／100㎖
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○都市計画区域外１万㎡以上

人権啓発映画上映会開催

(c) 2010 DreamWorks Animation L.L.C. All

問広島国際アニメーションフェスティバル実行委員会
事務局 ☎０８２（２４５）０２４５
30周年を記念して、歴代の受賞
作品の特集など、特別プログラム
を多数上映します。世界プレミア
上映など、広島でしか観ることの
できないアニメーションの世界を
お楽しみください。展示やワーク
ショップもあり、子どもから大人
まで楽しめます。
期日 ８月21日㈭～25日㈪
場所 アステールプラザ（広島市中区加古町４番17号）
入場料 小学生以下は無料。詳細はホームページ
（http://hiroanim.org）をご覧ください。
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問広島市安佐動物公園☎０８２（８３８）１１１１㈹
安佐動物公園では、大好評の
「納涼ナイトサファリ」を８月
16日㈯～９月７日㈰までの毎週
土曜日・日曜日の８日間開催し
ます。探検気分で夜の動物公園
を散策しませんか。また、当日
は、夕方から閉園後まで、アストラムライン上安駅と
の間の路線バスが増便されます。
入園料 大人５１０円、高校生相当年齢・65歳以上
１７０円、中学生以下は無料。
開園時間 午後９時まで（入園は午後８時30分まで）
駐車料金 普通車４５０円
休園日 木曜日（８月14日は除く）

問人権推進課
☎（４０）２７６７
日時 ８月 日㈯午後１時
分～（開場午後１時）
場所 大柿公民館
上映映画 ヒックとドラゴン
（日本語字幕あり）
※申し込み不要
※入場無料
少年とドラゴンの友情をテ
ーマにした人権啓発映画で

広島の夏の風物詩「納涼ナイトサファリ」開催

８月は大規模土地取引の
無届防止月間

広島市内でのイベントを紹介

問都市整備課
☎（４０）２７７３
売買などで次の面積以上の
土地取引を行う場合は、国土
利用計画法に基づき県知事へ
の届け出が必要です。契約日
を含めて２週間以内に届け出
をしないと罰せられることが
あります。
○都市計画区域（江田島町と
大柿町の一部）５千㎡以上

「海生交流協定」で交流促進
消費生活相談ファイル

指定医薬部外品／100㎖

第3 類医薬品／100㎖

第2 類医薬品／50㎖

オリーブ
１１０番

Vol.

21

～８月にやるべき農作業～

オリーブに関する事は何でもご相談を。
■市オリーブ振興協議会事務局
（農林水産課オリーブ振興室）
電話（４０）２７７０
ＦＡＸ（４０）２０７３
メール nousui@city.etajima.hiroshima.jp

皆さまのオリーブも果実が着々と成長を続け、実
の形やつき方など、品種ごとの特徴が目に見えてき
ているのではないでしょうか。秋の収穫のためには、
元気に夏越しさせることが肝心です。土の乾燥に気
付いたら、たっぷりと水やりをしましょう。
【必須作業】農薬散布
炭疽病（たんそびょう）とオリーブアナアキゾウ
ムシの薬剤防除を行います。どちらも怠ると生育に
悪影響が。まんべんなく薬がかかるよう、動力噴霧
機などで樹冠全体に散布します。葉裏や幹も忘れず
に。特にゾウムシは、株元を食い荒らすオリーブの
天敵。地面近くの幹に穴が開いていたら要注意！
▶８月の
オリーブ
栽培歴

時期

作業内容

【必須作業】除草作業
オリーブ栽培の基本は清耕栽培。株元に雑草が
茂っていると、オリーブの天敵「ゾウムシ」の絶好
の隠れ家になります。極力周囲の雑草は取りましょ
う。除草剤（ラウンドアップマックスロード、プリ
グロックスＬ、ザクサ液剤）が使えます。防草シー
トなどで株元を覆うのも効果的です。
【適時作業】灌水（水やり）作業
果実肥大に効果的です。梅雨明け～8月下旬ごろ
まで、頻度の目安は1週間に１～２回程度でＯＫ。
天候を見ながら調節してください。特に果実を塩蔵
する場合は、適度な灌水を心がけましょう。

希釈倍率
収穫前日数
薬量（１００ℓ当たり）／年間使用回数
樹全体
１,０００倍
３０日前
アミスター 10 フロアブル
１００ml
／２回まで
使用薬剤

炭疽病予防
８月
下旬 オ リ ー ブ ア ナ ア 樹全体
キゾウムシ防除 ダントツ水溶剤

２,０００倍
５０g

前日
／２回まで

受け入れのポイントは

背伸びをしないこと

今年の民泊受け入れは成良中
学校で３校目です。子どもたち
と、いろんな野菜の収穫体験を
したり、広島風お好み焼きを一
緒に作ったりしました。
民泊の初受け入れは約３年前、
最初は市へ協力する思いで始め
ました。子どもが好きで、特に
苦にはならなかったです。受け
入れを繰り返す中で気づいたの
は、子どもたちの性格は多種多
様で、明るい子もいれば、全
くしゃべってくれない子もいる。
これは、住んでいる地域や学校
の教育方針によっても変わると
思いますが、来てみないとわか
らない。ただ、その中で私たち
が共通してできることは、変に
着飾らず背伸びをせず、ありの
ままで受け入れること。その方
が、疲れが少なく長続きします。

心とココロの交流

民泊
通信

自然が豊富な江田島市では、た
くさんの体験がそこら中に落ち
ています。それを利用したらよ
いのです。もちろん大変なこと
もあり、疲れないわけではあり
ません。しかし、子どもたちか
らお礼の手紙が届くと、受け入
れて良かったと癒されます。
修学旅行の本分は、学ぶこと。
子どもたちが住んでいる場所で
経験できないことを江田島市で
教えてあげられることが、私た
ち民泊家庭の喜びです。

兵庫県尼崎市立成良
中学校の生徒が６月
12 日㈭～ 14 日㈯の２
泊３日間、修学旅行で
本市を訪れました。
今回は、同校を受け
入れた丸山さんご夫妻
（沖美町）の民泊体験
談を紹介します。
離島式で生徒たちと思い出の一枚

問交流促進課
☎（４０）２７８５
広報えたじま
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火災などのお問い合わせは☎（４２）３１１９へ

火災・救急件数
１件(12件)

災

火
☎（４５）４７３９

消防つうしん

● 能美出張所

国民年金付加年金制度のお知らせ

年金
問 市民生活課 ☎（４０）２７６４・広島南年金事務所 ☎０８２（２５３）７７１０

だより

草焼き火災ストップ運動

○事前 に 消 防 署 に 連 絡 し ま
しょう。
○その場を離れず、少しずつ
燃やしましょう。
○完全
 に消火し、消えたこと
を確認して帰りましょう。

水防技術習得訓練を実施
市消防団は、梅雨の本番を
前に水防技術習得訓練を実施
しました。
第一方面隊 ６月 日㈰
第二方面隊 ５月 日㈯
第三方面隊 ５月 日㈰
第四方面隊 ６月７日㈯
訓練では、土のう作製から
土のう積み工法まで一連の流
れで習得し、作製した土のう
は各屯所へ備蓄用として持ち
帰りました。
これから、ゲリラ豪雨や台
風上陸が多くなる時季を迎え
ますが、消防団の水害対策の
備えは万全です。
18 31 22

救 急 119件(787件)
※かっこ内は平成26年1月
からの累計

昨年、市民の皆さまの心掛
けで、期間中の草焼き火災ゼ
ロ を 達 成 し ま し た。 今 年 も、
８月、９月を「草焼き火災ス
トップ運動」
の強化月間とし、
消防車のパトロールなどによ
り強力に推し進めます。
草 焼 き に よ る 火 災 は、
「目
を離したスキに燃え広がって
しまったもの」と「放置によ
るもの（そのまま帰宅したも
のを含む）
」 な ど、 ほ と ん ど
が付近の枯草に燃え移って火
事になっています。
たき火をする時は、次のこ
とに十分注意して、今年も草
焼き火災ゼロを目指しましょ
う。
○周囲に燃え移るものがない
場所で行いましょう。
○乾燥注意報などが出ている
ときや、風の強いときはや
めましょう。
○消火の準備をしましょう。

付加年金制度とは？

国民年金の一般保険料に加
えて付加保険料を納めると老
齢基礎年金に付加年金が上乗
せされます。
▼付加保険料 月額４００円
▼上乗せされる付加年金額
２００円×付加保険料納付
月数

付加保険料の納め方

▶納付した保険料
60ヵ月×400円
＝２万4000円
▶受給額
１年に200円×60ヵ月
＝１万2000円上乗せ

▼月々の保険料を納付書で納
める場合、後日送付される
付加保険料込みの納付書で
金融機関などで納めてくだ
さい。
▼国民年金保険料を前納で納
付済みの場合、後日送付さ
れる付加保険料の納付書で
金融機関などで納めてくだ
さい。
▼月々の保険料を口座振替
（クレジット）で納める場
合は、指定の口座から付加

保険料込みの金額が引き落
としされます。ただし、手
続きの関係で、申し出後１
～２ヵ月は納付書で納める
場合もあります。
●注意点
付加保険料の納期限は、翌
月末日です。ただし、月末が
土・日曜日、休日及び年末の
場合は、翌月最初の金融機関
などの営業日が納期限になり
ます。
付加保険料をやめたくなっ
た場合は、付加保険料納付辞
退申出書の提出が必要です。
国民年金保険料を免除され
ている人と、国民年金基金に
加入している人は、付加保険
料を納めることはできません。
▼手続きの窓口 市役所本庁、
各支所、年金事務所
▼手続きに必要なもの 年金
手帳、認印

平成26年８月

⑨ 広報えたじま

５年間（60ヵ月）
付加保険料を納めた場合

平成26年6月1日～30日
☎（４０）０１１９㈹

● 消防本部・消防署

火災・救急・救助は１１９番

鷲部地区
教円寺

江田島町

消防屯所
荒神社

江田島市消防本部

秋月トンネル

江南地区
江田島自動車学校

消防屯所

北高下集会所

現 在 利 用できる区域
本 年 度 工 事 予定箇所
広報えたじま
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⑩

下水道工事に伴う道路交通規制及び
宅内へ設置する公共ます調査の実施について
本年度、
江田島・大柿の２地区において、
次の下水道工事を予定しています。
工事に併せて、
工事予定区域の皆さんのお宅に市役所の職員が直接訪問し、
公共ますの
設置場所をお伺いし、
工事内容や受益者負担金などについてご説明いたします。
工事期間中は、道路の交通規制や個別訪問など、何かとご迷惑をおかけしますが、工事を
円滑かつ早期に進めるため、
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
工事場所
工事期間

江田島地区・大柿地区
平成２６年７月〜平成２７年３月下旬を予定

規制時間

午前８時〜午後５時

規制内容

工事中、
道路の片側もしくは全面が通行止めになりますが、
規制時間以外は通行可能です。

※各場所で工事期間が異なりますので、
詳細は個別にお知らせします。
ただし、
江南地区は午後 9 時〜翌朝６時
※工事の都合で午後５時に終了できない日もあります。

また、既に下水道が利用できる区域にお住まいで、まだ下水道へ接続されていない方は、
早めに宅内排水設備の接続工事をお願いします。
なお、
供用開始から３年を経過した未接続のお宅に、
職員が個別に訪問し、
聞き取り調査や
接続のご案内をさせていただきたく、
下水道普及促進活動を行っています。
訪問する職員は、胸に
「下水道水洗化普及促進員証」
を携帯しています。
皆さまのご理解
とご協力をお願いいたします。
企業局 下水道課 ☎（42）
3911

大原地区

大柿町
大柿処理区

大古保育園
現在利用できる区域

大柿中学校

明慶寺

市営住宅

⑪ 広報えたじま
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心の健康相談（要予約）
問広島県西部保健所呉支所厚生保健課

☎（２２）５４００㈹
日時 ８月８日㈮午後１時 30 分～３時
場所 大柿分庁舎４階４０３号室

健診結果説明会

問保健医療課☎（４０）３２４７
「健診結果の見方」や「結果を今後の生活に生
かすためのポイント」について、保健師および栄
養士が説明します。また、個別相談も行います。
期 日
８月８日㈮
８月11日㈪
８月25日㈪
８月26日㈫
８月29日㈮
９月１日㈪

区分
午前
午後
午前
午後
午前
午後
午前
午後
午前
午前
午後

場 所
沖美就業改善センター
三高会館
宮ノ原公民館
江南ふれあいセンター
鹿川公民館
中町公民館
高田公民館
江田島コミュニティセンター
大柿公民館
江田島保健センター
切串公民館

※午前の部は、午前 10 時～ 11 時 30 分
※午後の部は、午後１時 30 分～３時

国保１人当たり医療費の状況
本市の国保加入者１人当たり医療費（医療費総額
÷被保険者数）は全国平均・県平均を上回っています。

平成26年２月診療分 国保１人当たり医療費
江田島市

３万４,１７９円

広島県平均

３万３４８円

全国平均

２万５,８６３円

※こまめに水分補給をし、熱中症に注意しましょう。

健康づくりウォーキング教室を開催
問保健医療課☎（４０）３２４７
６月 24 日㈫、健康づくりウォーキング教室を
開催し、えたじま観光ボランティアガイドの中村
博政さんの案内のもと、46 人が江田島支所周辺
を歩きました。
江田島町と海軍兵学校の関係や１００年の歴史
を刻む洋館「海友舎」の歴史の話などを聞き、地
域の魅力をたっぷりと味わった１日になりました。

『島でねばる』サマーフェス開催
問地域包括支援センター☎（４０）３５７１
15 法人 26 施設合同の求人説明会を行います。
市内で医療・福祉・介護分野の仕事を求めている
方は、是非ご来場ください。
また、メイプルカイザーショーや介護予防体験
などの催し『島でねばる』サマーフェスも併せて
行います。ご家族みんなで江田島市でねばる魅力
を満喫しませんか。
日時 ８月 24 日㈰
午前９時～正午 合同求人説明会
正午～午後３時 『島でねばる』サマーフェス
場所 農村環境改善センター（能美町）
▶ステージイベント 医療・福祉・介護の各職場
自慢・江田島初上陸のジャズビッグバンド・ハ
ワイアンバンド・ひょっとこ踊り・メイプルカ
イザーショー
▶会 場 内 イ ベ ン ト フ リ ー マ ー ケ ッ ト の コ ー
ナー・介護予防体験コーナー。イベントの最後
には、何がでるかな？お楽しみ抽選会を行いま
す。
駐車場 農村環境改善センター駐車場および能美運動公園
広報えたじま
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健康

ひろ ば

元気ＵＰ筋トレ教室

元気ＵＰエアロビ教室

問保健医療課☎（４０）３２４７
興味のある方は、どなたでも参加できます。
（参加費・申し込みは不要）
テーマ 基礎代謝を上げよう
講師 林田優子先生（PFA 認定インストラクター）
準備物 運動のできる服装、タオル、お茶

問保健医療課☎（４０）３２４７
音楽に乗っていろいろなステップを踏みながら
行う有酸素運動です。（参加費・申し込みは不要）
日時 ８月 21 日㈭ 午後 １ 時 30 分～ ２ 時 30 分
場所 大柿公民館
講師 林田優子先生（PFA 認定インストラクター）
対象者 おおむね 70 歳までの人（運動継続者は
70 歳以上でも可）
準備物 運動のできる服装、上履き、タオル、お茶

期

日

場

所

８月 ４ 日㈪

能美保健センター

８月 28 日㈭

江田島保健センター

健康相談室（要予約）

※時間はいずれも午後１時～２時

問保健医療課☎（４０）３２４７
相談に保健師・栄養士が応じます。
日時 ８月 28 日㈭午前９時～午後４時
場所 大柿分庁舎１階相談室

アルコール健康相談会

▲ストレッチポールを使って一緒に体を動かして
みませんか！

問保健医療課☎（４０）３２４７
本人、家族が体験を語り合い、断酒を支援する
場です。専門医師がサポートします。
日時 ８月 18 日㈪午後１時 30 分～３時
場所 江田島保健センター

大柿学校給食共同調理場
おすすめメニュー

77
熱量
16㎉
（1人分）

磯香あえ
のりの香りがおいしく、簡単にできる和え物です。
しっけてしまったのりでもおいしくできます。

⑬ 広報えたじま
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■材料（４人分）

■作り方

きゅうり…………80ｇ
塩………………小さじ１
もやし……………160ｇ
にんじん…………28ｇ
●しょうゆ
……小さじ１杯半
●砂糖
……小さじ３分の２
●酒………………少々
もみのり………４.４ｇ

①薄切りにしたきゅうりを
さっと塩ゆでして、水
にさらす。
②もやしとにんじんもゆで
て、ざるにあげておく。
③ゆでた野菜が冷めたら水
気をきって、のりと一
緒にボウルに入れる。
④●の調味料を混ぜ合わせ
て、ボウルへ入れて和
えて完成。
※かつお節やちりめんなど
を入れてもおいしくな
ると思います。

図書館
だより
臨時保育士・保育補助員
登録者を募集しています
問子育て支援センター☎（４２）２８５２
市内 10 ヵ所の保育園で臨時保育士・
保育補助員として、働いていただける
方の登録を受け付けています。
登録いただいた方の中から登録申請
書の条件に合う方を選考し、任用しま
す。登録されても、必ず任用されると
は限りませんので、ご了承ください。
また、登録名簿は、申し込みのあっ
た翌年度末（３月 31 日）で抹消します。
引き続き登録を希望する方は、再度登
録申請書を提出する必要があります。
登録用紙は子育て支援センター、市役
所本庁および各支所にあります。
種類
臨時
保育士

必要資格 勤務内容
保育業務
保育士
全般
幼稚園
保育補助
臨時保育 教諭
業務
補助員
資格なし

時間給

９６０円
８６０円
７８０円

イベントや育児教室などを
メールでお知らせします

27日㈬（月末整理日）
大柿公民館図書室☎（５７）３０７１
毎週月曜（定期休室）

江田島図書館

29日㈮（月末整理日）

■子どもの広場
日時 ８月２日㈯午前10時30分～
内容 絵本の読み聞かせと工作（ペッ
トボトルでおもちゃを作ろう！）

８月のミニ図書館
期日

能美図書館
■第１１３回ふれあい広場
日時 ８月24日㈰午前10時～
内容 夏のドキドキ図書館
～クイズとゲームの暗やみ探検～
■児童文学誌「小鳥」(第10号)

７日㈭
・
21 日㈭

掲載作品を募集！

ご応募をお待ちしています。
▶児童作品
○生活作文（小学校3年生まで）、
おきかえ詩、童話、詩、俳句など
○表紙絵（背景をつけた「小鳥」の
絵にかぎる）
▶一般作品
童話、童謡（歌詞と曲）、おきかえ
詩など
原稿 ４００字詰原稿用紙10枚以内
表紙絵 Ａ４サイズ
提出先 能美図書館
提出期限 ９月30日㈫

大柿公民館図書室
■かみしばいごや
日時 ８月 24 日㈰午前 10 時 30 分〜
内容 かみしばいの上演
■大柿公民館図書室キャラクターを募集
詳しくは、江田島図書館へ

？
大柿公民館図書室の
キャラクター募集中！

※時間は原則午前10時～11時

『みかぼん』

園庭開放

６日㈬
・
20 日㈬

時間・場所
午前 10 時～午前 10 時 45 分
江 田島コミュニティセ
ンター
午前 11 時～正午
切串公民館
午後１時 15 分～ 45 分
大 君自治会館（旧大君
小学校）
午前 11 時～正午
三高会館
午後２時～３時
市民サービスセンター

能美図書館キャラクター

保育園に通っていない乳幼児やその
お父さん・お母さんなどがセンターに
集まって、子ども同士で遊んだり、親
同士でお話ししたりしています。また、
子育てに関する相談や子育て支援教室
も行っています。詳しくは、子育て支
援センター☎（４２）２８５２へお問
い合わせください。
主な設備 プレイルーム、絵本、砂
場、プール（夏期のみ）、計測コーナ
ー、離乳食などの食事コーナーなど
※上記設備は、午前10時～午後４時の
間オープンスペースとして無料開
放。（休日除く月曜～金曜）

28日㈭（月末整理日）
能美図書館☎（４５）００７５
毎週月曜（定期休館）

開館時間
午前９時30分～午後７時
※大柿公民館図書室は日曜のみ
午後５時まで

『本読み小僧』

ご利用ください
子育て支援センター

江田島図書館☎（４２）１４１７
毎週月曜（定期休館）

江田島図書館キャラクター

子育て支援センターで行う教室やイ
ベント案内、子育てサークルの情報
を、メールで配信しています。利用す
るときは、134999 ＠ anytown.jp に
空メールを送信し
てください。右の
ＱＲコードからも
アドレスが読み取
れます。

８月の休館(室)日

子

夏のあそび（水あそび・どろんこあそび）
（雨天の場合は、室内あそび）
戸外あそび（雨天の場合は中止）
小用保育園
☎(42)1626 毎週㈪～㈮
※水筒・着替え持参
切串保育園
☎(43)0213
26日㈫ 戸外あそび（雨天の場合は、室内あそび）
水あそび・戸外あそび（雨天の場合は、室内あそび）
宮ノ原保育園 ☎(42)1625
20日㈬
※水筒・着替え・タオル持参
別添の表のとおり入力してく
鹿川保育園
☎(45)2219 毎週㈪～㈮ ださい
戸外あそび（雨天の場合は中止）
江田島保育園 ☎(42)1629

28日㈭

中町保育園

☎(45)2220

三高保育園

☎(47)0110

20日㈬
７日㈭
21日㈭

大古保育園

☎(57)2537

20日㈬

柿浦保育園

☎(57)2524

６日㈬

飛渡瀬保育園 ☎(57)2326

13日㈬

夏のあそび（雨天の場合は中止）

夏のあそび（水あそび・どろんこあそび）
※着替え・水着・タオル持参（雨天の場合は中止）
水あそび・戸外あそび（雨天の場合は、室内あそび）
※水筒・着替え持参
夏のあそび（水あそび・どろんこあそび）
※水筒・水着・着替え・タオル持参（雨天
の場合は、室内あそび）
水あそび（雨天の場合は、室内あそび）
広報えたじま
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⑭

子育 て
保健医療課からのお知らせ
☎（４０）３２４７

食育チャレンジ隊
日時 ８月26日㈫午前10時～午後１時
場所 能美保健センター
内容 めん類で栄養バランスアップ食
対象者 ２歳以上の幼児と保護者
申込締切 ８月19日㈫
参加費 １人２００円
準備物 エプロン、お茶、タオルなど
日時 ９月８日㈪午前10時～正午
場所 能美保健センター
内容 野菜ソムリエから教わる野菜を
使ったおやつ
対象者 ２歳以上の幼児と保護者
申込締切 ９月３日㈬
参加費 １人１００円
準備物 エプロン、お茶、タオルなど

すくすくくらぶ
日時 ８月27日㈬午前10時～11時30分
場所 切串公民館
内容 ミニ健康相談
参加費 無料
準備物 母子健康手帳、飲み物（お
茶・ミルクなど）
※希望者には身体計測、健康相談を行
います。
ゼロ

ひ ろば
お魚教室

にこ♡にこひろば（続き）

日時 ９月７日㈰午前10時～午後１時
場所 大柿公民館
内容 第２回「お魚クッキング」
対象者 子どもと保護者
（子どもの年齢制限なし）
申込締切 ９月１日㈪
参加費 １人２００円
準備物 エプロン、タオル、お茶など
※３回目は２月21日㈯かき打ち体験
の予定です。

日時 ８月26日㈫午前10時30分～11時
30分
場所 子育て支援センター
内容 「絵の具であそぼう」赤・青・
黄色…。いろいろな色の絵の具を筆
や指でべたべた、ぐるぐる、してみ
ましょう。ちびっこ芸術家（？）に
なりますよ。
持参物 着替え、タオル

子育て支援センターからの
お知らせ ☎（４２）２８５２

日時 ８月１日㈮
午前10時～身体計測
午前11時～誕生会
場所 子育て支援センター
内容 どんなに大きくなったかな。計
測後はお楽しみ会をします。８月生
まれの子どもさんには、インタビュー
と写真入りカードのプレゼントがあ
ります。みんな来てね！
持参物 バスタオルかおくるみ・新し
いオムツ・母子健康手帳

にこ♡にこひろば
日時 ８月12日㈫午前10時30分～11時
30分
場所 江南ふれあいセンター
内容 今年も待ちに待った「夏まつ
り」を開催します。お面や金魚すく
い、ヨーヨつり、かき氷、わた菓子、
ポップコーンなどあります。みんな
で、楽しい時間を過ごしましょう。
日時 ８月20日㈬午後２時～３時
場所 子育て支援センター
内容 「小麦粉粘土あそび」小麦粉を
使って安心・安全な粘土を作り、柔
らかな感触を楽しみましょう。
持参物 着替え、タオル

むし歯０の子と保護者を表彰

食育体験事業「お魚教室」を開催

６月５日㈭、大柿保健センターで、
平成26年度はつらつ家族表彰の審査会
が行われ、次の方が受賞されました。
これは、昨年度の３歳６ヵ月児健診で
むし歯のない子とその保護者を対象と
して表彰するものです。これからも、
きちんと歯磨きをして歯を大切にして
いきましょう。
最優秀賞 泉川芽沙
優秀賞
上田琴乃
亀園 空
久保風果
下野碧星
辻本來希
西浦椎南
橋本果歩
三浦千穂

７月11日㈮開催の「第１回お魚教
室」に、15組の親子が参加しました。
さとうみ科学館で魚やヒトデに触れた
後、西原館長の指導のもと、柿浦港付
近でカサゴの稚魚を放流しました。皆
さん初めての体験でしたが、「子ども
と一緒に良い経験ができました。楽し
かったです」と話してくれました。

⑮ 広報えたじま
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▲「魚が大きく育ちますように…」と
願いを込めて放流しました。

にこ♡にこ 身体計測

プレママ＆先輩ママ交流ひろば
日時 ８月８日㈮午後２時～３時
内容 「マタニティ＆産後エクササイ
ズ」妊婦さんやママだけでなく、パ
パもぜひ参加してみてください。み
んなで体を動かして、いい汗をかき
ましょう。
講師 山本恵子さん（助産師）
持参物 お茶・タオル
※体操しやすい服装で参加してください。

ママの再就職支援相談
日時 ８月 22 日㈮午前 10 時～正午
場所 子育て支援センター
内容 子育て中のお母さんを対象に、
再就職支援相談を実施します。妊娠・
出産・育児のため仕事を辞めたけど、
「これからは仕事をしたい！」と思っ
ている人は、是非お申し込みくださ
い。※要予約
相談員 ハローワークくれ（公共職業
安定所）職員

島から世界へ

…
From the island to the world

た︒
江 田 島 中の道 徳 教 育 推 進 教
師 は︑道 徳の 時 間の 充 実 を 図
り︑小学校と中学校が連携する
コーディネーター役にもなってい
ます︒
学校教育課
☎︵40︶3036

http://www.edc.etajima.hiroshima.jp/
http://www.edc.etajima.hiroshima.jp/

いじめ相談窓口を設置

⑯
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※江田島市教育委員会のホームページアドレス
※江田島市教育委員会のホームページア
ドレス

時 間 以 外にも 切 串 小 と 江 田 島
小の道徳の時間を週２時間︑学
級担任と一緒に授業を行っていま
す︒
７月１日㈫には︑切串小学校
６学年の道徳の時間に︑文部科
学省から 月に配布された冊子
﹁私たちの道徳﹂にある﹁きまり
は何のために﹂という資料を使っ
て︑学習しました︒
２ 名の 教 員 が 役 割 を 分 担 す
るなど︑工夫しながら授業を進
めています︒
﹁きまりの意義や権
利と義務﹂
について考え︑児童か
らは﹁権利よりきまりが大切︒﹂
﹁それは分かるけど迷う︒校庭で
中学校の先生が小学校を訪
自 由に遊ぶ権 利もあるし ･･･
︒﹂
問しています︒
﹁守れないルールなら作らなけれ
ばいい︒﹂
﹁するべきことをする人
になるためにきまりはある︒
﹂と
いった様々な意 見が出されまし

第９回市美展の様子︵農
村環境改善センター︶

市教育委員会は︑いじめの
問題の克服に向け︑いじめの
防 止 などの基 本 的 な 方 向 を
示す﹁江田島市教育委員会い
じめ防止基本方針﹂を 月
日 ㈪に策 定しました︒学 校に
おいても︑基 本 方 針 を 策 定
し︑いじめの防止の取り組み
を行っています︒
市教育委員会内に﹁いじめ
相談窓口﹂
も設置しています︒
いじめのことで悩んだり︑心
配したりしていることがあれ
ば︑ご連絡ください︒
学校教育課︵指導係︶
☎︵40︶3036

16

学級担任と江田島中の教員による道徳
の授業（切串小６年生）

6

4

〇募集作品 絵画・彫塑、工芸・書・写真
〇応募資格 市内在住又は出身者、市内に
通勤・通学している人
〇出品点数 同一部門１点まで
〇申込期間 ８月25日㈪〜９月12日㈮
※募集要項などの詳細は、生涯学習課へお
問い合わせください。
※募集要項は、市教育委員会のホームページ
に掲載しています。
生涯学習課 ☎（40）3037

川崎康生君 の作品

最優秀賞
大柿中２年

市教育委員会では、児童生
徒の豊かな心をはぐくむ教
育活動を推進しています。
今回は江田島中学校区の取
り組みを紹介します。
第10回市美術展の作品を募集します。
多くの出品をお待ちしています。

江田島 中 学 校 区では︑江田
島中学校の教員１名︵道徳教
育推進教師︶
が︑自校の道徳の

作品募集中!

だより

昨年度の職場体験学習の
様子（魚の仕分け）

豊かな心を育むコーナー③

第10回江田島市美術展

教育委員会

「見つけよう
！
夢の扉のカギ穴を」

職場体験学習を実施

生徒が考えた
今年度のキャッチコピー

中学２年生

2616

︵Ｂ４︶を 使 い︑小 学 生 は ２
人権に関する
枚以上５枚以内︑中学生は４
作 品 募 集
枚以上５枚以内
市 内 在 住の児 童・生 徒から広
︻ポスター︼小学生は４つ切りか
く 人 権に関 する作 文・ポスター
８つ切り画用紙を使用︵色画
を 募 集 しています︒入 選・優 秀
用 紙 も 使 用 可 能︶︑中 学 生は
作品は︑ 月に開催するヒューマ
４つ切り画用紙
ンフェスタ江田島で表彰を行いま
︻その他︼ 入賞者を各学校に通
す︒
知 し︑市 広 報やホームページ
〇応 募 資 格 市 内に住む小・中
などに掲 載します︒また︑人
学生
権啓発資料として市民啓発に
〇応募期限 ９月 日㈫
活用します︒
〇対象作品 平成 年４月１日
生涯学習課
以降の作品で未発表のもの
☎︵40︶3037
︻作 文︼４００ 字 詰 め 原 稿 用 紙
12

市 内 中 学２年 生 全 員 保 護 者の皆さまのご理 解︑ご
︵１５１ 名︶を 対 象に︑職 協力をお願いします︒
場 体 験 学 習を実 施します︒
学校教育課
生 徒にとって︑﹁学ぶこと﹂
☎︵40︶3036
﹁働 くこと﹂﹁生 きること﹂
について考 える大きな学 習
の機会となり︑今年で９年
目になります︒
事業所をはじめ︑地域・

〜キャリア・スタート・ウィーク〜
8月20日㈬〜26日㈫

１階には、郷土の歴史を物語る文化財や
江戸末期の古文書など貴重な資料を展示し
ています。また、六角紫水に関する資料や、
ビデオシステムでの説明などが見られます。
能美島志（のうみとうし）

大原の人、久保利右衛
門が宝暦13年（1763）に
著わした郷土の歴史を知
る上で最古の文献で、江
戸時代の状況を今日に伝
えるものです。

小古江村絵図（おぶれむらえず）

江戸時代末期の広島藩が藩
内の地誌（芸藩通志）作成に
際して提出した「國郡志御用
付書出帳」付属絵図です。

～六角紫水～

かきつばたの図

安芸国佐伯郡大原村（現大柿町大原）に生まれた六角紫水
は、日本で初めて白漆を完成させるなど、世界的な近代漆芸
研究の第一人者であり、我が国漆工芸界の草分け的存在とし
て活躍しました。
また、キリンビールのラベル「麒麟」の図案をデザインしたともされています。
六角紫水の活躍は、中尊寺金色堂や厳島神社社殿の修復、古社寺文化財の調査、白漆の発明、
楽浪遺跡の発掘・調査・研究、漆芸に関する日本発の歴史書『東洋漆工史』の刊行など、様々
な分野にわたりました。

大柿地区歴史資料館
江田島市灘尾記念文庫

大柿町大原にある、

大柿地区歴史資料館

は、 大 柿 町 を 中 心 と

した郷 土の文 化 財の

保 存・ 展 示 を 目 的 と

した資料館です。

江戸 時 代の古 文 書

を は じ め、 郷 土 に 関

す る 資 料 や、 郷 土 出

身の漆芸家 六角紫水

の 作 品 な ど、 貴 重 な

資料を数多く展示し

ています。

ま た、 ２ 階 に は 灘

尾記念文庫を併設し、

灘尾弘吉 元衆議院議

長に関する資料を展

示しています。

私 たちのふるさと

を再発見できる空間

です。

入 場 は 無 料 で す。

お気軽にお越しくだ

さい。

～１階フロア～

ふるさと
再発見 !

硯箱

～ 2 階フロア～
２階には灘尾弘吉氏の関係資料や写真寄贈
書等を展示しており、その活躍を偲ぶことが
できます。

大柿地区歴史資料館
江田島市灘尾記念文庫

◎

大柿分庁舎
至能美町

大柿中学校
文

大柿高等学校
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文

～灘尾弘吉～

至柿浦

明治32年大柿町に生まれ、
31年間にわたり衆議院議員
として活躍し、この間文部
大臣、厚生大臣、衆議院議
長を歴任しました。
また、全国社会福祉協議
会会長として、社会福祉の
充実に努めました。

場所 大柿町大原1068番地6
開館 午前 9 時～午後 5 時
休館 月曜・祝日・年末年始
電話 （５７）６４２０

行事案内

Event Information
■８/２㈯・みなとオアシスえ
たじま土曜夜市
時間 午後５時～
場所 小用みなと公園
呉海上花火大会に併せて夜市
を開催します。農産品や軽食
などを販売します。
問市商工会☎（４２）０１６８
■８/３㈰・市制10周年記念

サマーフェスタ江田島2014
時間 午後４時～
（開場午後3時）
場所 海
 上自衛隊第１術科学校
多
 彩なステージ催しや、約2200
発の花火をお楽しみください。
（会場への無料シャトルバスが
あります）
問企画振興課☎（４０）２７６２
※詳しくは折り込みチラシを
ご覧ください。

■８/９㈯・えたじま地産地消市場

時間 午前９時30分～（雨天中止）
場所 タカノス交流広場（江
田島町切串）
この時季に収穫した野菜など
を販売します。
問農林水産課☎（４０）２７７０

■８/23㈯、24㈰・カヌー＆
ファミリーキャンプ
時間 午後１時～翌正午
場所 長瀬海岸・真道山森林
公園キャンプ場
豊かな自然の中で「カヌーと
キャンプ」を行います。
問NPO法人沖美町地域再生会議
（玉山）☎０９０（６４８３）４７２５

公 民 館 の催し案内

※記載がない場合、開催場所は各館。

■学びの館 ☎（４２）１１４５
久枝家所蔵品展
久枝家（江田島村旧庄屋）ゆ
かりの品々を多数展示します。
期間 ８月８日㈮～９月７日㈰
※開館時間は午前９時30分～
午後４時30分(火・祝除く)

EVENT

■学びの館 ☎（４２）１１４５
エコクラフトの犬を作ろう
各パーツをハサミで切って作
り、ボンドで貼り付け、犬の
マスコットを作ります。
日時 ８月９日㈯午前10時～
講師 江口陽子さん
定員 10人
材料費 １００円
申込期限 ８月４日㈪
※定員になり次第締め切り
■江田島公民館
☎（４２）００１５
人権講座
日時 ８月５日㈫午前10時30分
～午前11時30分
内容 高齢者が地域で安心し
て暮らすために
講師 堂野﨑平さん（江田島
市社会福祉協議会事務局長）
親子でピザ作り教室
日時 ８月６日㈬午前10時～
講師 吉本幸美さん（キッチ
ン＆カフェｈａｍａ）
定員 ８組
申込期限 ８月４日㈪
参加費 １,０００円
※定員になり次第締め切り
グラウンドゴルフ大会
みんなでグラウンドゴルフを
通じて交流を深めませんか。
日時 ９月１日㈪午前８時30分～
場所 江田島公園運動場
参加費 ３００円（保険代含）
申込期限 ８月22日㈮
■中町公民館☎（４５）５１２３
夏休み子どもクッキング教室
友達みんなでバランスの取れ
た食事をおいしく作ってみよう
日時 ８月21日㈭午前10時～
講師 濵口恵美さん
参加費 ３００円
定員 20人
申込期限 ８月16日㈯
※定員になり次第締め切り

■沖美公民館☎（４７）０２１１
浴衣の着付け教室
着付けを習って浴衣美人にな
りましょう！
日時 ８月15日㈮午後６時～
講師 古本杉江さん
準備物 浴衣・肌襦袢・裾除
け・半幅帯・伊達締め・紐
３本・タオル・下駄
申込期限 ８月８日㈮
■大柿公民館☎（５７）３００９
押し花アート講座
バラなどの花弁を使って作品
を作ります。大人と子どもペ
アでの小作品作り体験もでき
ます。メルヘンな押し花の世
界を楽しみましょう。
日時 ８月９日㈯午後１時～
講師 湯月郁美さん
材料費 ５００円～
申込期限 ８月５日㈫
私の海外体験談
～フィリピン～
日時 8月23日㈯午後２時～
講師 江田島国際交流ボラン
ティア
申込期限 ８月12日㈫
こども将棋教室
はじめての将棋を体験してみ
ましょう。
日時 ８月24日㈰午後１時～
講師 丸本宏也さん
申込期限 ８月12日㈫
■第39回江田島子供将棋大会
日時 ８月10日㈰
午前９時～正午
場所 大柿公民館
出場資格 市内在住の小学生
及び中学生
参加費 無料
申込期限 ８月８日㈮
申込先 大柿公民館
問日本将棋連盟江能支部（丸本）
☎０８０（４２６２）６６５３
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６月16日～７月15日届け出分

おめでとうございます

すこやか

「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。

江田島町
うらやま

あき と

浦山 明都（大原官有地・6月26日）

能美町
あお き

あゆ む

あお き

り

いなむら

まさゆき

稲村 正幸（深江・７月４日）
しもむか い りょう た

岩下航太朗（大原・６月28日）
で

き

れっ た

に たん だ はる き

二反田遥來（大原・６月16日）
なおまさ

やま ね

☎（４０）３２４７

３日㈰

澤医院
（大柿町小古江）

☎(57)2003

10 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
☎(57)2008

16 日（盆休） 堀澤クリニック（能美町高田）☎(40)2112
いわしたこう た ろう

下向井涼太（大原・７月７日） 出木 烈太（飛渡瀬・６月14日）
やま ね

問保健医療課

15 日（盆休） 芸南クリニック
（大柿町柿浦） ☎(57)3705

く

靜間 凌空（鹿川・６月７日）

大柿町

※日程は変更することがあります。

14 日（盆休） 浜井医院
（大柿町柿浦）

かけ る

青木 歩夢、青木 翔琉（中町・７月10日）
しず ま

８月の当番医

（地区別50音順・敬称略）

みは な

山根 修真、山根 珠英（飛渡瀬・６月14日）
ご冥福をお祈りします

17 日㈰ 澤医院（大柿町小古江）

☎(57)2003

24 日㈰ 大君浜井病院（大柿町大君）

☎(57)5678

31 日㈰ 川崎医院
（能美町鹿川）

☎(45)2031

６月１日～30日届け出分

おくやみ

（地区別50音順・敬称略）

「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。

江田島町

池田トシコ（小用・100歳） 伊藤ケイ子（小用・85歳）
上山 京子（切串・71歳）

沖 キミヱ（宮ノ原・94歳）

脊戸開地登（中央・65歳）

西岡美登子（中央・88歳）

小栗 昭三（宮ノ原・86歳） 住本美那子（中央・84歳）

松㟢サゝヱ（宮ノ原・103歳） 森田チヱコ（切串・90歳）

８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
７ 日㈭ 農村環境改善センター
14日㈭ 大柿公民館
21日㈭ 沖美支所
28日㈭ 江田島公民館

脇田 正信（宮ノ原・83歳）

能美町

坂田シズヱ（中町・93歳）

里本

石河内稔勝（三吉・85歳）

勝田 啓敏（美能・60歳）

沖美町

下河内耕三（是長・83歳）
空河内克敏（是長・73歳）

大柿町

下前

等（中町・71歳）

環（高祖・50歳）

芦原 勝明（大君・67歳）

新井アサコ（飛渡瀬・85歳）

岡本 邦昭（大君・79歳）

沖 スミヨ（小古江・96歳）

石田喜佐登（大原・85歳）
川上 正司（大原・66歳）

久保田政一（大原・86歳）
平本

浩（大君・66歳）

山本ツルノ（柿浦・92歳）

９月１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
（２期）

問税務課

☎（４０）２７６５

国民健康保険税

問税務課

久保河内カズミ（飛渡瀬・99歳）

後期高齢者医療保険料

問保健医療課
☎（４０）３２４７

藤岡

介護保険料

（２期）

問高齢介護課
☎（４０）３１７７㈹

保育料
（８月分）

問子育て支援センター
☎（４２）２８５２

住宅使用料
（８月分）

問都市整備課
☎（４０）２７７３

濵先 米子（柿浦・85歳）
登（柿浦・87歳）

人口と世帯数 （外国人市民を含む）
男性

女性

計

江田島

4,610

4,689

9,299

4,892

能

美

2,627

2,907

5,534

2,645

沖

美

1,629

1,753

3,382

1,768

大

柿

3,583

3,915

7,498

3,682

全

体

平成26年８月

（２期）
（２期）

☎（４０）２７６５

世帯数

12,449 13,264 25,713 12,987
（85） （-24）
（61）
（90）
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市税などの納期限

大町 浅夫（飛渡瀬・92歳）

平成26年６月30日現在

(前月比)

￥

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/

えたじま

◀江田島国際交流
ボランティア代表
西古福子さん（大柿町）
FAX

約 年間、ニュージーランドで
暮らし、昨年４月に本市に戻った
西古福子さん。江田島国際交流ボ
ランティアの立ち上げの話などを
伺いました。
「外国人同士、外国人と日本人
が交流できる場所があれば、交流
が深まり互いの気持ちも分かりあ
えるのでは」との思いがきっかけ。
今年３月に大柿公民館で行った江
田島国際交流会の参加者に声掛け
をしたり、いろんな方に協力して
もらって、約 人のボランティア
が集まり、立ち上げました。
７月６日㈰の七夕会（写真は当
日の様子）では、浴衣やお茶席、
ステージ発表など、いろいろな方
の協力があってできました。参加
した実習生から「あと少しで帰国
するけれど、今まで江田島市にい
た中で一番楽しい休日だった」と、
嬉しい感想もいただきました。
これからも、いろいろな活動を
通じて、外国人の考え方や習慣な
ど、日本人との違いをもっと地域
の方に知ってもらって、交流が深
まればと思っています。

７月６日㈰に行
われた七夕会。市
内で働く中国、イ
ンドネシアなどか
らの実習生約30人
と市民が交流を深
めました。「ササ
に飾り付けをする
ことが初めて！」
と実習生は話してくれました。

写真を撮らせてもらうときに
私がよく口にする言葉がありま
す。「今年一番の笑顔で！」こ
の言葉で笑顔にならない人はあ
まりいませんでした。しかし、
今回の撮影は得意の言葉が使え
ない。なぜなら、そこには言葉
の壁があったからです。７月６
日㈰の七夕会で、実習生の写真
を撮るときも、話をするとき
も身振り手振りの手探り状態で
した。いつもは写真を撮る側で
すが、この時は、「一緒に写真
を撮ってもいい？」と被写体に
なることも。照れと恥ずかしさ、
そして、笑顔になり過ぎていた
せいか、頬が痛いと思うことも。
この日、「今年一番の笑顔」に
なったのは、私だったのかも。

ほっとひといき

今月の 表紙

http://www.city.etajima.hiroshima.jp

「広報えたじま」は、ホームページでご覧になれます。

外国人との交流の場づくりを
私たちと一緒にしませんか？
問事務局（高橋）
☎（５７）３００９

ボランティアメンバー募集中

10

〒７３７ ２３９２
広島県江田島市能美町中町４８５９番地９
☎０８２３（４０）２７６３
０８２３（４０）２０７２

▲短冊に願いを込めて…。

30

できることから活動の輪を広げていきたい

▲「とても楽しい交流会でした」と語る実習生
発行／江田島市
編集／江田島市総務部総務課
秘書広報室

▲着心地良いと好評だった浴衣

江田島国際交流ボランティア（大柿町）

▲「ちょっと苦いけどおいしい」と抹茶を堪能
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