男女共同参画等学習支援

補助金の申請を募集

問人権推進課

▼交通費（市の旅費規程によ

ります）

▼参加負担金（資料代を含み

ます）

日前までに、次の書類を

申し込み方法

☎（４０）２７６７

Ｄ Ｖ被 害 者 等 で「 マ イ ナ
ン バ ー 」を 受 け 取って い
ない方へ



問人権推進課

ください。

また、通知カードがＤＶ等

加害者のいる住民票の住所地

に届いてしまった方も、マイ

であるため、住民票のある市

ナンバーの変更手続きが可能

区町村にお問い合せください。

☎（４０）２７６７

居所にお住まいのＤＶ被害

住民票が本市にある場合は、

受講したい研修が開催され

る

者等で、「マイナンバー」を

市では、男女共同参画社会

に関する研修などを受講した

人権推進課まで郵送または持

受け取っていない方は、住民

10



場合、その研修の交通費・参

参してください。
市民生活課☎（４０）２７６

加負担金などの費用を補助し

申請書の様式はホームペー

特設人権相談所の開設

４にお問い合せください。

ています。申し込みは随時受

ジに掲載するほか、本庁・各

10

票のある市区町村にお問い合

け付けています。ぜひご活用

支所・各公民館に置いていま

イナンバー」を記載した「通

②受講を希望する研修の開催

27

せください。

ください。

す。

歳

20

平成 年 月５日以降「マ

応募資格・条件※すべてを満

①交付申請書

案内・その他必要な書類

たす人

以上の人

実績報告

▼江田島市に在住する満

▼積極的に市の事業や地域活

研修報告書などを提出してい

研修終了後に研修修了書・

対象研修・講座等

ただきます。

動等に協力していただける人

①財団法人男女共同参画財団

10

が開催する研修・講座等

②広島県が開催する男女共同

参画に関する研修・講座等

③その他市長が必要と認めた

研修

補助の内容

次の経費を合計した額の

平成28年5月

２分の１以内を補助します。

 広報えたじま

■沖美公民館 ☎（４７）１０００
▶催しその１
バードウォッチング入門教室
内容 大好評のバードウォッチング教
室。今月は幸せの青い鳥「オオルリ」
日時 ５月８日㈰午前９時～正午
隔月に年６回開講します。
講師 滝田一郎さん(沖美公民館職
員、環境省登録環境カウンセラー)
■中町公民館 ☎（４５）５１２３
準備物 双眼鏡、カメラ、図鑑など
▶催しその１
（いずれも無くても可）
身体に優しい健康料理教室
参加費 傷害保険代１回50円
内容 季節の変わり目の体調変化。
年間３００円
健康な身体を内側から手に入れよう!!
対象 成人
日時 ５月18日㈬
定員 今年度の追加募集は10人
午前９時30分～正午
※定員になり次第締切。年度途中か
講師 尾崎鈴江さん
らでも受講可能。
参加費 ８００円
申込期限 ５月６日㈮
対象 どなたでも参加できます。
▶催しその２
定員 10人※定員になり次第締切
再発見沖美！沖美写真教室
申込期限 ５月９日㈪
内容 写真の基礎を学びながら、沖
▶催しその２
美の風景、アーカイブ写真の今を
あなたにもできるＨＩＰ・ＨＯＰダンス
撮影します。
内容 初心者でもできる簡単なス
日時 ５月19日㈭ 午後１時30分
テップを使って、ダンスを踊って
～午後３時30分 年11回講座。
みよう！！
講師 村上宏治さん・麻生祥代さん
日時 ５月15日㈰
（村上アーカイブス）、滝田一郎
午前11時30分～午後１時
さん（沖美 公民館職員）
講師 柳川忠國さん
準備物 カメラ、筆記具
準備物 運動できる服装・タオル・
参加費 傷害保険代６００円(年間)
飲み物
対象 成人
参加費 無料
定員 今年度の追加募集は10人
対象 小学生以上
※定員になり次第締切。年度途中か
定員 10人※定員になり次第締切
らでも受講可能。
申込期限 ５月13日㈮
申込期限 ５月12日㈭
▶催しその３
▶沖美公民館からのお願い
パソコン・スマホ・タブレットわか
沖美公民館では、沖美地区の歴史を
らないこと教室
写真で綴るアーカイブ事業の一環とし
内容 少しだけ聞きたい、ちょっとし
て、沖美地区の昭和64年以前の写真を
たわからないことを聞くことのでき
集めています。お手持ちの写真を貸し
る教室です。質問は１人２個まで。
ていただける方は沖美公民館までお持
日時 ５月23日㈪
ちください。お借りした写真はデジタル
①午後０時30分～１時30分（２人）
化後、お返しします。収集した写真は、
②午後１時30分～２時30分（２人）
公民館まつり等で上映する予定です。
③午後２時30分～３時30分（２人）
詳しくは沖美公民館までお問い合
④午後３時30分～４時30分（２人）
わせください。

（ただし予算の範囲内としま

■江田島公民館☎（４２）００１５
▶催しその１
手作りパン講座
内容 おうちでできるパンを手作り
してみませんか。
日時 ５月18日㈬、25日㈬
午前９時30分～
講師 吉本幸美さん(キッチン＆カ
フェｈａｍａ)
準備物 エプロン
参加費 ５００円
対象 どなたでも参加できます。
定員 ８人
申込期限 参加日を指定して５月
13日㈮までに申し込んでくださ
い。
▶催しその２
パソコン(初級)講座
内容 文章編集から図形・表計算の
やり方を勉強しませんか。
日時 ５月23日㈪～27日㈮
午後１時30分～午後３時30分
講師 高柴順彦さん(ＪＰＩＴＡ認
定インストラクター)
準備物 パソコンは公民館のものを
使用します。
参加費 無料

■大柿公民館 ☎（５７）３００９
江田島体験隊！〜イチゴ狩り〜
内容 沖美ベジタで、もぎたてイチ
ゴを味わう！
日時 ５月11日㈬午前10時30分～
場所 沖美町 沖美ベジタ
参加費 中学生以上１,４００円
３歳～小学生７００円
３歳以下は無料
※参加者が10人以上だと割引があ
ります。
申込期限 ５月７日㈯

のある市区町村にお問い合せ

■学びの館☎（４２）１１４５
▶催しその１
江田島焼
沖山努さん（沖山工房 江田島町
宮ノ原）の陶芸作品 約30点を展
示しています。作品は、江田島産牡
蠣殻のみを使用した釉薬（うわぐす
り）で焼いています。牡蠣殻独特の
雰囲気をお楽しみください。
期間 開催中～５月15日㈰
※開館時間は午前９時30分～午後
４時30分(火・祝除く)
▶催しその２
伝統工芸体験 組み紐を編もう
内容 編糸で伝統工芸の組み紐を編
み、ストラップを作ります。
日時 ５月28日㈯
①午前10時～ ②午後1時30分～
講師 星わか子さん
定員 ①・②各５人
材料費 １,０００円
申込期限 ５月23日㈪

講師 新見愛子さん
準備物 ご自分のパソコン・スマ
ホ・タブレット。申し込み時に、
質問内容を確認します。
参加費 ２００円
対象 どなたでも可
定員 ８人※定員になり次第締切
申込期限 ５月16日㈪

知カード」を住民票の住所地
問人権推進課
☎（４０）２７６７
に簡易書留で送付することと

６月１日は「人権 擁護委員
なっていたため、ＤＶ等被害
の日」です。この日に特設人権
者、東日本大震災の被災者、
相談所を開設し、人権擁護委
長期入院・入所者で、やむを
員による人権相談を行います。
得ない理由により住所地で通
相談は無料で秘密は守られ
知カードを受け取れない方は、 ますので、お気軽にご利用く
事前に居所を登録する手続き
ださい。
日時 ６月１日㈬午前 時～
を行っていただくことで、居
午後３時
所に「通知カード」を送付す
場所
ることができました。
▼江田島公民館（江田島町中
しかしながら、この居所登
央）
録手続きを行っていない場合
▼市農村環境改善センター
や、登録後に居所を変更した
（能美町鹿川）
場合などで、通知カードを受
▼沖美ふれあいセンター（沖
け取っていない方は、住民票
美町美能）
▼大柿公民館（大柿町大原）

※記載がない場合、開催場所は各館
※各公民館に申し込んでください

対象 文字入力ができ、５日間の講
座が受講可能な人
定員 10人
申込期限 ５月13日㈮まで

す）

公 民 館 の催し案内

お 知らせ

「臨時保育士・保育補助員」を募集しています！！

採用は、「臨時保育士・保育補助員登録」へ登録された方から随時、書類選考・
面接により決定します。登録方法、勤務条件等については、子育て支援センター
にお問い合わせください。
登録資格 ○市内に住んでいる方 ○採用時 66 歳未満の方
問い合わせ先 子育て支援センター ☎（４２）２８５２

広報えたじま

平成28年5月



