
　

広報えたじま　平成26年８月 広報えたじま　平成26年８月⑱⑲

行事案内
EVENT　vent　　nformationE I

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/

「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。

おめでとうございます

すこやか （地区別50音順・敬称略）
６月16日～７月15日届け出分
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（飛渡瀬・６月14日）

問保健医療課　☎（４０）３２４７

※日程は変更することがあります。８月の当番医

■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

※ 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)

■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

館民公 の催し案内

市税などの納期限￥ 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
（２期）

問税務課
☎（４０）２７６５　

後期高齢者医療保険料
（２期）

問保健医療課
☎（４０）３２４７　

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　

平成26年６月30日現在

人口と世帯数 （外国人市民を含む）

男性 女性 計 世帯数
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�
(前月比)

12,449
（85）

13,264
（-24）

25,713
（61）

12,987
（90）

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

14 日（盆休） 浜井医院（大柿町柿浦） ☎(57)2008

15 日（盆休） 芸南クリニック（大柿町柿浦） ☎(57)3705

16 日（盆休） 堀澤クリニック（能美町高田）☎(40)2112

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

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

ご冥福をお祈りします

おくやみ （地区別50音順・敬称略）
６月１日～30日届け出分

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）
　小栗　昭三（宮ノ原・86歳）	住本美那子（中央・84歳）
　脊戸開地登（中央・65歳）	 西岡美登子（中央・88歳）
　松㟢サゝヱ（宮ノ原・103歳）	森田チヱコ（切串・90歳）
　脇田　正信（宮ノ原・83歳）
能美町
　坂田シズヱ（中町・93歳）	 里本　　等（中町・71歳）
沖美町
　石河内稔勝（三吉・85歳）	 勝田　啓敏（美能・60歳）
　下河内耕三（是長・83歳）	 下前　　環（高祖・50歳）
　空河内克敏（是長・73歳）
大柿町
　芦原　勝明（大君・67歳）	 新井アサコ（飛渡瀬・85歳）
　石田喜佐登（大原・85歳）	 大町　浅夫（飛渡瀬・92歳）
　岡本　邦昭（大君・79歳）	 沖　スミヨ（小古江・96歳）
　川上　正司（大原・66歳）	 久保河内カズミ（飛渡瀬・99歳）
　久保田政一（大原・86歳）	 濵先　米子（柿浦・85歳）
　平本　　浩（大君・66歳）	 藤岡　　登（柿浦・87歳）
　山本ツルノ（柿浦・92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。


