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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/

おめでとうございます

すこやか （地区別50音順・敬称略）
８月16日～９月15日届け出分

■10/18㈯・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

※記載がない場合、開催場所は各館
■学びの館☎（４２）１１４５
　ラクチャ・テムレン展
　ラクチャ・テムレンさんの抽
　象画約40点を展示します。
　期間　10月23日㈭
　　　　　　　　～12月19日㈮
※開館時間は午前９時30分～
　午後４時30分（㈫・㈷除く）

■江田島公民館
　　　　 ☎（４２）００１５
　親子でハッピー講座
　親子で音楽遊びや子育て仲間
　を作りませんか？
　日時　10月21日㈫午前10時30分
　　～正午
　講師　加地純子さん（ＮＰＯ
　　法人子育てネットゆめもく
　　ば）
　対象者　親子（０～２歳児）
　定員　20組（40人）
　申込期限　10月14日㈫
　※定員になり次第締め切り

　金融講座
　日時　10月17日㈮午前10時～
　　11時30分
　内容　高齢者のための金融　
　　（年金・相続・税金・ライ
　　フプラン）講座
　講師　佐藤健次さん（社会保
　　険労務士　ファイナンシャ
　　ル・プランナー）

■江田島公民館（続き）
　　　　　☎（４２）００１５
　ピザ作り教室
　ピザ作りに挑戦してみません
　か？
　日時　10月29日㈬午前10時～
　講師　吉本幸美さん（キッチ
　　ン＆カフェｈａｍａ）
　参加費　１，０００円
　定員　８人
　申込期限　10月10日㈮
　※定員になり次第締め切り

■中町公民館☎（４５）５１２３
　能美楽習院大学講演会
　日時　10月２日㈭午前10時～
　内容　健康でいられるために
　講師　森雅泰さん（森健塾長）
　対象　能美楽習院大学生と市
　　民
　参加費　無料
　
■沖美公民館☎（４７）０２１１
　お菓子作りで季節を感じよう
　３回シリーズで行います。
　�第１弾は「ハローウィン」。
　�今回は【かぼちゃタルト】の
お菓子を作ります。
　日時　10月27日㈪午前10時30分
　　～午後１時
　　（予備日10月31日㈮）
　場所　三高会館　調理室
　講師　久保文子さん
　材料費　５００円
　定員　８人
　申込期限　10月17日㈮
　持参物　エプロン、ハンドタ
　　オル、筆記用具

■大柿公民館☎（５７）３００９
　私の海外体験談～イギリス～
　日時　10月11日㈯午後２時～
　講師　江田島国際交流ボラン
　　ティア
　申込期限　10月10日㈮

　私の海外体験談～中国～
　日時　10月25日㈯午後２時～
　講師　江田島国際交流ボラン
　　ティア
　申込期限　10月20日㈪

　江田島発見隊！
　「オリーブの島」～江田島
　オリーブ園ツアー
　�市内３ヵ所のオリーブ園とオ
リーブ加工場を巡ります。
　日 時　10月15日㈬午前９時～
正午

　講師　農林水産課オリーブ振
　　興室職員
　申込期限　10月10日㈮

　モノと心の収め方教室
　日時　10月21日㈫午前10時～
　内容
　・聞いていない男性脳と　　
　　キャッチする女性脳
　・あなたの「好き」は、私に
　　は「無駄」
　・お月見にそんな願いがあっ
　　たのか
　講師　小林美保子さん
　申込期限　10月17日㈮

　オリーブの塩漬け講習会
　江田島産オリーブを使って漬
　物作りを行います。
　日時　10月28日㈫午前10時～
　講師　農林水産課オリーブ振
　　興室職員
　定員　10人程度
　申込期限　10月10日㈮
　
　

館民公 の催し案内

市税などの納期限￥ 10月31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
（３期）

問税務課
☎（４０）２７６５　

国民健康保険税
（４期）

問税務課
☎（４０）２７６５　

後期高齢者医療保険料
（４期）

問保健医療課
☎（４０）３２４７　

介護保険料
（４期）

問高齢介護課
☎（４０）３１７７㈹

保育料
（10月分）

　問子育て支援センター
☎（４２）２８５２　

住宅使用料
（10月分）

問都市整備課
☎（４０）２７７３　

男性 女性 計 世帯数
江田島 4,601 4,686 9,287 4,878
能　美 2,613 2,898 5,511 2,634
沖　美 1,621 1,745 3,366 1,754
大　柿 3,569 3,900 7,469 3,672
全　体 
(前月比)

12,404
（-13）

13,229
（-32）

25,633
（-45）

12,938
（-27）

平成26年８月31日現在

人口と世帯数 （外国人市民を含む）

問保健医療課　☎（４０）３２４７

※日程は変更することがあります。10 月の当番医

５日㈰ 大井（征）医院（大柿町大原） ☎(57)6500

12 日㈰ 澤医院（大柿町小古江） ☎(57)2003

13 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

19 日㈰ 大君浜井病院（大柿町大君） ☎(57)5678

26 日㈰ 芸南クリニック（大柿町柿浦）☎(57)3705

10 月の相談

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

2 日㈭　農村環境改善センター
9 日㈭　大柿公民館

16日㈭　沖美支所
23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。

ありがとうございました

寄附 （敬称略）

奨学金寄附金として　　　野坂　憲光（沖美町是長）

ご冥福をお祈りします

おくやみ （地区別50音順・敬称略）
８月１日～31日届け出分

江田島町
　上田　昭利(小用・86歳） 奥本　増美(切串・77歳）
　久保　一良(宮ノ原・95歳） 小栗　義則(宮ノ原・65歳）
　佐伯二三子(宮ノ原・88歳） 下房地一枝(鷲部・82歳）
　下本キヨコ(小用・95歳） 新田百合子(鷲部・90歳）
　平㟢フジノ(秋月・103歳） 平出　正行(中央・95歳）
　前田　武見(大須・93歳） 増本嘉久子(切串・88歳）
能美町
　後田　有子(鹿川・78歳） 奥田　誠二(鹿川・69歳）
　増井ミスヱ(中町・91歳） 松本　巖(鹿川・73歳）
　山戸フミコ(高田・96歳）
沖美町
　井原　輝男(三吉・88歳） 大越　艶子(美能・92歳）
　越山ユリヱ(是長・81歳） 野坂ヨシエ(是長・89歳）
　前田香代子(高祖・78歳）
大柿町
　石㟢ヨシミ(飛渡瀬・74歳） 沖　國太郎(大原・84歳）
　久保　二郎(飛渡瀬・80歳） 髙橋トシ子(大君・95歳）
　津川チズヱ(飛渡瀬・88歳） 畠岡ハツミ(大君・98歳）
　花岡キクミ(柿浦・88歳）	 平井　義規(大原・95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。

　広報えたじま９月号３ページ「お知らせワイ
ド」に掲載した市全域で光回線が開通の記事中
で、ＮＴＴ西日本広島支店の電話番号が次のと
おり誤っていました。訂正してお詫びします。
（正）☎０８００（２００）０１４７
（誤）☎０８００（２００）１４７

訂正と
お詫び


