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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/

12 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
4 日㈭　農村環境改善センター

11日㈭　大柿公民館
18日㈭　沖美支所
25日㈭　江田島公民館
■特設人権相談所（午前10時～午後３時）
　　　　　　　　問人権推進課☎（４０）２７６７
　詳しくは２ページをご覧ください。

■12/20㈯・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

※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）

■江田島公民館
　　　　　☎（４２）００１５
　クリスマス料理教室
　 ク リ ス マ ス を 楽 し む 料 理

（ケーキあり）を作ってみま
せんか。

　日時　12月18日㈭
　　　　午前９時30分～
　講師　尾崎鈴枝さん
　定員　15人
　※定員になり次第締め切り
　参加費　８００円
　申込期限　12月11日㈭

■鷲部公民館☎（４２）０５５４
　 クリスマスコンサート「オル

ゴール・ギターの調べ」
　 日本で唯一のオルゴール作曲

家で、ギタリストの橋本勇夫
さんをお招きして、クリス
マスを前にみんなで楽しめ
る「オルゴール・ギター」演
奏会を開催します。（入場無
料）

　日�時　12月21日㈰午後１時30分
～２時30分

　駐�車場　鷲部公園グラウンド
（鷲部公民館裏）

■中町公民館☎（４５）５１２３
　しめ縄作りに挑戦
　日時　12月25日㈭午前10時～
　講師　能美楽習院大学の皆さん
　定員　15人
　※定員になり次第締め切り
　参加費　５００円
　申込期限　12月18日㈭
　※ 屋外での活動のため、防寒

対策をお願いします。

■沖美公民館☎（４７）０２１１
　 お菓子作りで季節を感じよう
　 ３回シリーズの第２弾『ク

リスマス』。今回は、クリ
スマスランチプレート。デ
ザ ー ト は 『 ト ラ イ フ ル 』 。
その他に、パエリヤ・トリ
肉料理・ツリー型ポテトサ
ラダを作ります。

　日�時　12月９日㈫午前10時30
分～午後１時

　※予備日12月12日㈮
　場所　三高会館調理室
　講師　久保文子さん
　定員　12人
　※定員になり次第締め切り
　材料費　１，０００円
　持�参物　エプロン、ハンドタ

オル、筆記用具
　申込期限　12月５日㈮

■大柿公民館☎（５７）３００９
　 アフタヌーンティー風ティー

タイムを楽しむ！
　 イギリスでの体験談を交えな

がら、紅茶の入れ方の実演な
ど、ティータイムを楽しみま
す。

　日時　12月10日㈬午後２時～
　講師　渡邉佐智子さん
　参�加費　５００円（紅茶・お

菓子代）
　申込期限　12月５日㈮

　江田島市食文化国際交流
　～麺料理で交流しよう～
　 パスタ・フォー・焼きうどん 

などの麺料理を食べながら、 
市内在住の外国人市民と交流
をします。

　日時　12月13日㈯午後６時～
　ファシリテーター（進行役）
　 　 えたじま国際交流ボラン

ティアなど
　申込期限　12月５日㈮

　第4回わくわくらんど
　 オーナメント型のクッキーを

アイシングで飾ります。絵本
も展示します。

　日時　12月14日㈰
　　午前の部　午前10時30分～
　　午後の部　午後１時～
　内�容　アイシングクッキーづ

くり
　講師　久保文子さん
　定員　各部とも親子10組
　材料費　５００円
　申込期限　12月10日㈬

　江田島発見隊！～大柿町～
　 大柿歴史資料館・灘尾記念文

庫・竹炭工房・陀峯山などを
巡ります。

　日時　12月18日㈭
　　　　午前９時30分～
　�ナビゲーター　大本哲朗さん

（竹炭工房おおがき）
　申込期限　12月10日㈬

館民公 の催し案内

市税などの納期限￥ 12月25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
（４期）

問税務課
☎（４０）２７６５　

国民健康保険税
（６期）

問税務課
☎（４０）２７６５　

後期高齢者医療保険料
（６期）

問保健医療課
☎（４０）３２４７　

介護保険料
（６期）

問高齢介護課
☎（４０）３１７７㈹

保育料
（12月分）

　問子育て支援センター
☎（４２）２８５２　

住宅使用料
（12月分）

問都市整備課
☎（４０）２７７３　

平成26年10月31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 4,627 4,699 9,326 4,914
能　美 2,611 2,897 5,508 2,639
沖　美 1,623 1,741 3,364 1,756
大　柿 3,570 3,885 7,455 3,668
全　体�
(前月比)

12,431
（14）

13,222
（-10）

25,653
（4）

12,977
（22）

ご冥福をお祈りします

おくやみ （地区別50音順・敬称略）
10月１日～31日届け出分

江田島町
　浦邊　秀子（中央・80歳）	 大町セキノ（宮ノ原・94歳）
　迫田トシヱ（鷲部・90歳）	 下房地敏雄（鷲部・85歳）
　長沢　郁雄（切串・77歳）	 永田　俊彦（秋月・78歳）
　西田　照見（中央・71歳）	 西平　初枝（秋月・100歳）
　向井サトヨ（宮ノ原・102歳）
能美町
　益　　俊男（高田・80歳）	 加藤　善人（高田・95歳）
　川西　鉄夫（中町・92歳）	 木原　　功（鹿川・86歳）
　船㟢　　博（中町・75歳）	 古澤　清美（中町・64歳）
沖美町
　奥田　秀夫（岡大王・84歳）	久保　久子（高祖・94歳）
　辻井　和惠（三吉・80歳）	 三浦ヤヱコ（高祖・88歳）
　水口　雄孝（三吉・79歳）	
大柿町
　大井　康喜（飛渡瀬・74歳）	木村　冨枝（深江・85歳）
　久保田マサヱ（柿浦・100歳）	小泉　　滿（飛渡瀬・81歳）
　杉田　　實（大原・92歳）	 杉原　宣子（飛渡瀬・68歳）
　蔦本　峰子（飛渡瀬・102歳）	寺尾テルコ（飛渡瀬・88歳）
　濵本　鏡子（深江・72歳）	 三原　英子（飛渡瀬・81歳）
　芳本スミ子（柿浦・86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。

おめでとうございます

すこやか （地区別50音順・敬称略）
10月16日～11月15日届け出分

江田島町
　井

いの
上
うえ
　知

とも
美
み
（大原官有地・９月 29 日）　中

なか
拂
はらい
　一

いち
華
か
（鷲部・10 月２日）

大柿町
　山

やま
根
ね
　颯

そう
馬
ま
（大君・10 月 18 日）

「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。 ７日㈰ 砂堀医院（能美町中町） ☎(45)3333

14 日㈰ 深江長坂医院（大柿町深江） ☎(57)2036

21 日㈰ 長尾医院（沖美町三吉）
青木病院（江田島町中央）

☎(47)0204
☎(42)1121

23 日㈷ 大井（征）医院（大柿町大原） ☎(57)6500
28 日㈰ 澤医院（大柿町小古江） ☎(57)2003

30 日㈫ 梶川医院（沖美町岡大王）
青木病院（江田島町中央）

☎(48)0201
☎(42)1121

31 日㈬ 芸南クリニック（大柿町柿浦）
吉田病院（江田島町津久茂）

☎(57)3705
☎(42)1100

1 月 1 日㈷ 大谷リハビリテーション病院（大柿町柿浦）
森藤医院（江田島町切串）

☎(57)3636
☎(44)1156

1 月 2 日㈮ 大井（征）医院（大柿町大原）
吉田病院（江田島町津久茂）

☎(57)6500
☎(42)1100

1 月 3 日㈯ 川崎医院（能美町鹿川）
青木病院（江田島町中央）

☎(45)2031
☎(42)1121

1 月 4日㈰濵井医院（大柿町柿浦） ☎(57)2008

問保健医療課　☎（４０）３２４７

※日程は変更することがあります。12 月の当番医

ありがとうございました

寄附 （敬称略）

ふるさと寄附金として　　　藤田　慎也（広島市）
　　　　　　　　　　　　　平野　勝正（広島市）


