
江田島

能　美

日 月 火 ９月 水 木 金 土
２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 １日／８日

当番医

森藤医院(江田島町切串)
☎(44)１１５６

大井（征）医院(大柿町大原)
☎(57)６５００

ビン・カン(津久茂・宮ノ原)
燃えるごみ(江南・幸ノ浦・
大須・秋月・切串・術校)

燃えるごみ(中央・鷲部・小
用・津久茂・宮ノ原)
ペットボトル
(江南・幸ノ浦・大須・秋月・
切串・術校)

江田島 ビン・カン(中央)
ビン・カン(鷲部・小用)
燃えるごみ(江南・幸ノ浦・
大須・秋月・切串・術校)

燃えるごみ・ペットボトル
(中央・鷲部・小用・津久茂・
宮ノ原)
ビン・カン(江南・幸ノ浦・
大須・秋月・切串・術校)

燃えるごみ 能　美 古紙回収 燃えるごみ ビン・カン

心配ごと相談(江田島公民館) 共　通 心配ごと相談(高田公民館)

９日 10日 １１日 １2日 １3日 １4日 １5日

当番医

吉田病院(江田島町津久茂)
☎(42)１１００

長尾医院(沖美町三吉)
☎(47)０２０４

粗大・有害・危険ごみ
(中央・鷲部）
ビン・カン(津久茂・宮ノ原)
燃えるごみ(江南・幸ノ浦・
大須・秋月・切串・術校)

燃えるごみ(中央・鷲部・小
用・津久茂・宮ノ原)
粗大・有害・危険ごみ
(江南・幸ノ浦・大須）

江田島
ビン・カン(中央)
粗大・有害・危険ごみ

(小用・秋月・切串・術校)

ビン・カン(鷲部・小用)
粗大・有害・危険ごみ
(津久茂・宮ノ原)
燃えるごみ(江南・幸ノ浦・
大須・秋月・切串・術校)

燃えるごみ(中央・鷲部・小
用・津久茂・宮ノ原)
ビン・カン(江南・幸ノ浦・
大須・秋月・切串・術校)

心配ごと相談
　　(沖美ふれあいセンター)

燃えるごみ 能　美 ペットボトル 燃えるごみ ビン・カン

共　通 心配ごと相談
(大柿老人福祉センター)

１6日 １7日 １８日 １9日 20日 2１日 22日

当番医

青木病院(江田島町中央)
☎(42)１１２１

澤医院(大柿町小古江)
☎(57)２００３

当番医

内藤医院(江田島町中央)
☎(42)００４０

丸石内科クリニック
(能美町鹿川)☎(45)５１６１

燃えるごみ・燃えないごみ
(中央・鷲部）
燃えるごみ
(小用・津久茂・宮ノ原)
燃えないごみ・ペットボトル
(江南・幸ノ浦・大須）
ペットボトル
(秋月・切串・術校)

江田島

ビン・カン
(中央・津久茂・宮ノ原)
燃えないごみ

(小用・秋月・切串・術校)

ビン・カン(鷲部・小用)
燃えないごみ
(津久茂・宮ノ原)
燃えるごみ(江南・幸ノ浦・
大須・秋月・切串・術校)

燃えるごみ・ペットボトル
(中央・鷲部・小用・津久茂・宮
ノ原)
ビン・カン(江南・幸ノ浦・
大須・秋月・切串・術校)

燃えるごみ 能　美 粗大ごみ 燃えるごみ ビン・カン

心配ごと相談(江田島公民館) 共　通 心配ごと相談 (鹿川公民館)

23日 24日 25日 26日 27日 2８日 29日

当番医
真次医院(江田島町小用)

☎(42)０１０１
浜井医院（大柿町柿浦)

☎(57)２００８

当番医

水口医院(江田島町中央)
☎(42)００１８

芸南クリニック
(大柿町柿浦)☎(57)３７０５

燃えるごみ(中央・鷲部・小
用・津久茂・宮ノ原)
粗大・有害・危険ごみ
(江南・幸ノ浦・大須）

江田島
ビン・カン(中央)
粗大・有害・危険ごみ

(小用・秋月・切串・術校)

ビン・カン(鷲部・小用)
粗大・有害・危険ごみ
(津久茂・宮ノ原)
燃えるごみ(江南・幸ノ浦・
大須・秋月・切串・術校)

燃えるごみ
(中央・鷲部・小用・津久茂
・宮ノ原)
ビン・カン(江南・幸ノ浦・
大須・秋月・切串・術校)

燃えるごみ 能　美
燃えないごみ
有害・危険ごみ
ペットボトル

燃えるごみ ビン・カン

共　通 心配ごと相談
(大柿老人福祉センター)

30日 問い合わせ先

当番医
　午前10時～午後５時
　保健医療課　☎(40)3247
ごみ収集
　環境課　☎(40)2768
心配ごと相談
　午後１時～３時30分
　社会福祉協議会☎(40)2501

当番医

森藤医院(江田島町切串)
☎(44)１１５６

堀澤クリニック
（能美町高田）

　　　　　☎(40)２１１２

江田島
ごみは、収集日以外の

日に出さないでくださ

い。

市税などの納期限　10月１日(月)
　　固定資産税３期　　国民健康保険税３期
　　介護保険料３期　　保　育　料　９月分
　　住宅使用料９月分　下水道使用料　３期　
　　
　　市税などは、期限内に納めましょう。土・日・
　　祝は、　ゆめタウン江田島でも納付できます。

能　美

共　通

暮
ら
し
の
カ
レ
ン
ダ
ー

※このページは、取りはずしてお使いください ( 当番医は変更することがありますので、当日ご確認ください。沖美・大柿は裏面をご覧ください )

古紙回収（江田島町全域） 敬老の日

秋分の日 振替休日



沖　美

大　柿

日 月 火
９月

水 木 金 土
２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 １日／８日

当番医

森藤医院(江田島町切串)
☎(44)１１５６

大井（征）医院(大柿町大原)
☎(57)６５００

心配ごと相談(江田島公民館) 共　通 心配ごと相談(高田公民館)

燃えるごみ 新聞回収 沖　美 ビン・カン 燃えないごみ 燃えるごみ

燃えるごみ
(大君・柿浦・飛渡瀬)

燃えるごみ・ビン・カン
(深江・小古江・大原)
ペットボトル(大柿全域)

大　柿 粗大ごみ(深江・小古江)
燃えるごみ・ビン・カン
(大君・飛渡瀬)
ビン・カン(柿浦)

燃えるごみ
(深江・小古江・大原・柿浦)

９日 10日 １１日 １2日 １3日 １4日 １5日

当番医

吉田病院(江田島町津久茂)
☎(42)１１００

長尾医院(沖美町三吉)
☎(47)０２０４

共　通 心配ごと相談
(大柿老人福祉センター)

心配ごと相談
(沖美ふれあいセンター)

燃えるごみ ペットボトル 沖　美 雑誌・ダンボール・チラシ 燃える粗大ごみ 燃えるごみ

粗大ごみ(大原)
燃えるごみ
(大君・柿浦・飛渡瀬)

燃えるごみ・ビン・カン
(深江・小古江・大原) 大　柿

古紙回収・燃えないごみ
(深江・小古江・大原・柿浦・
飛渡瀬)
燃えないごみ(大君)

燃えるごみ・ビン・カン
(大君・飛渡瀬)
ビン・カン(柿浦)

燃えるごみ
(深江・小古江・大原・柿浦)

１6日 １7日 １８日 １9日 20日 2１日 22日

当番医

青木病院(江田島町中央)
☎(42)１１２１

澤医院(大柿町小古江)
☎(57)２００３

当番医

内藤医院(江田島町中央)
☎(42)００４０

丸石内科クリニック
(能美町鹿川)☎(45)５１６１

心配ごと相談 (江田島公民館) 共　通 心配ごと相談 (鹿川公民館)

燃えるごみ 沖　美 ビン・カン ペットボトル
有害・危険ごみ 燃えるごみ

燃えるごみ・ビン・カン
(深江・小古江・大原)
燃えるごみ
(大君・柿浦・飛渡瀬)
粗大ごみ(大君)

大　柿 ペットボトル(大柿町全域)
燃えるごみ・ビン・カン
(大君・飛渡瀬)
ビン・カン(柿浦)

燃えるごみ
(深江・小古江・大原・柿浦)
粗大ごみ(飛渡瀬)

23日 24日 25日 26日 27日 2８日 29日

当番医
真次医院(江田島町小用)

☎(42)０１０１
浜井医院（大柿町柿浦)

☎(57)２００８

当番医

水口医院(江田島町中央)
☎(42)００１８

芸南クリニック
(大柿町柿浦)☎(57)３７０５

共　通 心配ごと相談
(大柿老人福祉センター)

燃えるごみ 沖　美 ビン・カン 燃えない粗大ごみ 燃えるごみ

燃えるごみ・ビン・カン
(深江・小古江・大原)
燃えるごみ
(大君・柿浦・飛渡瀬)
粗大ごみ(柿浦)

大　柿 有害・危険ごみ(大柿町全域)
燃えるごみ・ビン・カン
(大君・飛渡瀬)
ビン・カン(柿浦)

燃えるごみ
(深江・小古江・大原・柿浦)

30日 問い合わせ先

当番医
　午前10時～午後５時
　保健医療課　☎(40)3247
ごみ収集
　環境課　☎(40)2768
心配ごと相談
　午後１時～３時30分
　社会福祉協議会☎(40)2501

当番医

森藤医院(江田島町切串)
☎(44)１１５６

堀澤クリニック
（能美町高田）

　　　　　☎(40)２１１２

共　通

ごみは、収集日以外

の日に出さないでく

ださい。

市税などの納期限　10月１日(月)
　　固定資産税３期　　国民健康保険税３期
　　介護保険料３期　　保　育　料　９月分
　　住宅使用料９月分　下水道使用料　３期　
　　
　　市税などは、期限内に納めましょう。土・日・
　　祝は、　ゆめタウン江田島でも納付できます。

沖　美

大　柿

暮
ら
し
の
カ
レ
ン
ダ
ー

※このページは、取りはずしてお使いください ( 当番医は変更することがありますので、当日ご確認ください。江田島・能美は裏面をご覧ください )

古紙回収(大君) 

秋分の日 振替休日

敬老の日


