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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）
９月16日～10月15日届け出分

問保健医療課　☎（４０）３２４７

※日程は変更することがあります。11 月の当番医

■11/２㈰・江田島地区自衛隊
　記念日記念行事
　�記念式典や観閲行進、祝賀飛
行などが行われ、一般の方も
見学できます（雨天時は中
止）。
　時間　午前10時15分～
　場所　海上自衛隊第１術科学校
　問海上自衛隊第１術科学校
　　総務課☎（４２）１２１１

■11/15㈯・えたじま地産地消市場
　�この時季に収穫した野菜など
を販売します。
　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）
　問農林水産課☎（４０）２７７０

■11/16㈰・フェスティバル江田
　島2014
　時間　午前９時45分～
　場 所　国立江田島青少年交流
の家（江田島町津久茂）

　詳しくは11ページに掲載。
　問国立江田島青少年交流の家
　　　　　☎（４２）０６６０
　　企画振興課☎（４０）２７６２

■ 11/22㈯・23㈷・市制10周年
記念第８回江田島市文化協会
作品発表会
　�書道、絵画、手芸など会員の
作品と江田島町の皆さんの作
品も展示します。１年間の文
化芸術活動の成果を是非ご覧
ください。喫茶コーナー・お
茶席もあります。

　日時・時間
　11月22日㈯午前９時～午後４時
　11月23日㈷午前９時～午後３時
　場所　江田島公民館
　問江田島公民館
　　☎（４２）００１５

※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　12月19日㈮まで
※開館時間は午前９時30分～
　午後４時30分（㈫・㈷除く）

　クリスマス
　アレンジメント教室
　おしゃれなクリスマスオーナ
　メント（雑貨）作りです。近
　づくクリスマスを想いながら、
　手づくりをしてみませんか。
　日時　11月22日㈯午前10時～
　講師　中野都希さん
　定員　10人
　材料費　５５０円
　持参物　花バサミ、ぬれ布巾
　申込期限　11月12日㈬

■中町公民館☎（４５）５１２３
　家庭教育支援講座
　日時　11月６日㈭午前10時30
　　分～
　内容　見つめ直す親の力「思
　　春期の悩み」思春期の難し
　　さ、子どもの気持ちを知り、
　　�よりよい親子関係を築くた
めの方法

　参加費　無料
　講師　石崎尚美さん（親塾ひ
　　ろしま）

■中町公民館（続き）
　 「西能美学校給食共同調理

場見学と給食試食会」
　�学校給食を試食しながら食
育について学びます。

　日時　11月22日㈯午前10時～
　場 所　西能美学校給食共同調
理場および中町公民館

　講師　須山明香さん（栄養士）
　定員　15人
　※定員になり次第締め切り
　参加費　２５０円
　申込期限　11月６日㈭

■大柿公民館☎（５７）３００９
　モノ＆こころの収め方講座
　日時　11月12日㈬午前10時～
　内  容　和cocoroいろいろ～年
中行事の楽しさ～七五三や
冬至にまつわる「なぜ？」
をお裾分けいたします。

　講師　小林美保子さん
　申込期限　11月10日㈪
　
　美術作品鑑賞コレクション
　トーク～漆芸家  六角紫水～
　�本市出身の近代漆芸のパイオ
ニア・六角紫水の生涯を県立
美術館所蔵作品を含む主要作
品でたどります。

　日時　11月13日㈭午後２時～
　講 師　宮本真希子さん（県立
美術館学芸員）

　申込期限　11月10日㈪

　高齢者の権利擁護
　認知症になったら、お金の管
理や入院手続きなどはどうする
の？安心して利用できる「成年
後見・かけはし」を通して、さ
まざまな事例から学びます。
　日時　11月18日㈫午前10時～
　講 師　澤田ひとみさん（江田
島市社会福祉協議会職員）

　申込期限　11月15日㈯

館民公 の催し案内

市税などの納期限￥ 12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。
固定資産税
（４期）

問税務課
☎（４０）２７６５　

国民健康保険税
（５期）

問税務課
☎（４０）２７６５　

後期高齢者医療保険料
（５期）

問保健医療課
☎（４０）３２４７　

介護保険料
（５期）

問高齢介護課
☎（４０）３１７７㈹

下水道受益者負担金
（３期）

問下水道課
☎（４２）３９１１　

保育料
（11月分）

　問子育て支援センター
☎（４２）２８５２　

住宅使用料
（11月分）

問都市整備課
☎（４０）２７７３　

２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

３日㈷ 大谷リハビリテーション病院
（大柿町柿浦） ☎(57)3636

９日㈰ 濵井医院（大柿町柿浦） ☎(57)2008

16 日㈰ 川崎医院（能美町鹿川） ☎(45)2031

23 日㈷ 大谷リハビリテーション病院
（大柿町柿浦） ☎(57)3636

24 日（振休） 幸田医院（大柿町柿浦） ☎(57)2041

30 日㈰ 青木病院（江田島町中央） ☎(42)1121

11 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
6 日㈭　農村環境改善センター
13日㈭　大柿公民館
20日㈭　三高会館
27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）

老人福祉費として　　　　　晨　智惠子（大柿町大君）
社会福祉費として　　　　　平野　國昭（江田島町切串）

平成26年９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 4,615 4,694 9,309 4,895
能　美 2,614 2,898 5,512 2,635
沖　美 1,621 1,748 3,369 1,759
大　柿 3,567 3,892 7,459 3,666
全　体 
(前月比)

12,417
（13）

13,232
（3）

25,649
（16）

12,955
（17）

江田島町
　上田　絹江（小用・85歳） 牛上　知子（小用・47歳）
　木原ミツエ（津久茂・85歳） 小方　三郎（宮ノ原・79歳）
　島田　笑子（秋月・88歳） 上口　　淨（切串・82歳）
　竹内　時子（小用・77歳） 津川　怜美（秋月・32歳）
　戸津㟢正孝（中央・87歳） 橋本ウツミ（小用・93歳）
　原　　光枝（中央・94歳） 平岡　　実（小用・57歳）
　平野　萬里（切串・64歳） 福本　末夫（宮ノ原・99歳）
　山中ハルノ（切串・97歳）
能美町
　石田　洋子（高田・69歳） 大下　菊次（高田・98歳）
　大瀬戸マサコ（中町・102歳） 篠原　きみ（中町・87歳）
　丸新　冨子（鹿川・77歳） 見崎ミツヨ（鹿川・101歳）
　水野　勝幸（中町・58歳） 水本ミサヱ（中町・86歳）
沖美町
　伊木千佳子（美能・78歳） 大下ミサ子（是長・87歳）
　久保田政子（岡大王・79歳） 澤原　順子（是長・78歳）
　下原　隆資（是長・84歳） 城山　信市（三吉・87歳）
　原　　時子（是長・71歳）
大柿町
　川元　正義（大原・82歳） 小尻エミ子（飛渡瀬・85歳）
　中元スゞ子（大原・69歳） 仁井谷　清（柿浦・89歳）
　濵　　勝昭（大君・66歳） 平野美津江（大原・83歳）
　細川　スズ（大原・99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）
９月1日～30日届け出分


