民泊家庭募集中

２４,０００円

４８,０００円

15年間

７２,０００円

３６,０００円

７２,０００円

20年間

９６,０００円

４８,０００円

９６,０００円

▶２年間で納付額と受け取り額が同じになり、３年目以降はお得です。

体験型観光の担い手が一同に
集まるフォーラムに参加

４８,０００円

ただいま！おかえり
武庫東中の生徒が帰ってきた
市では、県外からの修学旅
行生を泊めていただける家庭
を募集しています。
かわいい生徒たちといっ
しょに楽しい時間を過ごして
みませんか？
要件
▼３～４人を市内の自宅に泊
めることが可能な方。
▼生徒と一緒に交流できる方。
▼してもらう体験がない場合
は、個別に相談に応じます。
その他
▼修学旅行生を受け入れるた
め、研修や講習を定期的に行
います。
▼受け入れ先の家庭には、体
験料などをお支払いします。

10年間

詳しくは交流促進課へお問
い合わせください。

２４,０００円

３月 日㈮～ 日㈯で、
「第 回全国ほんもの体験
フォーラム 高知」に民泊家
庭 人と釣りやシーカヤック
の体験インストラクター７人、
事務局２人の総勢 人で参加
しました。
我々の他にも全国から民泊
を含む体験型観光の担い手た
ち約９００人が集まりました。
フォーラムのメインとなる
公開パネルディスカッション
では、「体験型観光は日本創
成の切り札となる」と題し、
体験型観光が教育や地域振興
に与える有効性などを５人の
先進地パネリストたちが議論
しました。
参加者からは、「江田島市
より人口の少ないところも頑
張っている。我々も負けてら
れない」と前向きな意見を多
数いただきました。

１２,０００円

笑顔でコミュニケーション

付加年金で、将来受け取る
年金額を増やせることをご存
知ですか？
付加保険料を納めると、老
齢基礎年金に上乗せされる形
で付加年金が支給されます。
付加保険料は、保険料を免
除されている人（一部免除を
含む）は申し込みできません。
定額保険料（平成 年度１万
６２６０円）の納付を行った
月のみ納付できます。
付加保険料の申し込みは、
申出書を提出した月からの加
入になります。
第３号被保険者（会社員の
扶養になっている配偶者）、
および国民年金基金加入者は、
申し込みできません。
支払った保険料は、全額が
社会保険料控除の対象になり
ます。
▼付加保険料 月額４００円
▼付加年金（年間受け取り
額）の計算方法
２００円×付加保険料納付月数
▼申し込みに必要なもの
・年金手帳（基礎年金番号が
わかるもの）
・印鑑（認印）
▼申し込み先
市役所市民生活課、各支所、
年金事務所

２４,０００円

昨年５月、修学旅行で本市
に民泊をした尼崎市立武庫東
中学校の生徒が３月に民泊家
庭に会いに帰ってきました。
まずは、大柿町大原の山田
喜代子さん宅。卒業旅行を兼
ねてということで、事前に
メールのやりとりや保護者の
方とも話をされていたそうで
す。残念ながら１人参加でき
なかったようですが、生徒２
人が無事到着。魚釣りなどを

防クラブ

５年間

vol.29

して過ごし、料理もまた一緒
こういった事後の交流も民
に作って、１泊２日の思い出
泊の楽しみの一つだと両家庭
話に花を咲かせたそうです。
とも話していました。
同町柿浦の川本博さん宅に
も４人の生徒が帰ってきまし
た。直接話が聞けたので、当
時の印象を伺うと、「入島式
の時の笑顔で緊張が一気にほ
ぐれた」「貝掘りが楽しくて
忘れられなかった」という感
想をいただきました。そして、
夕 食 後 に は 、 三 代 目Ｊ ｓ ｏ
ｕ ｌ Ｂｒ ｏ ｔ ｈｅ ｒ ｓ の ラ
ンニングマンを教えてもらい
一緒に踊ったそうです。
このように今まで本市を訪
れた生徒が帰ってきている事
例をアンケート調査したとこ
ろ、回答があった 軒中「児
童・生徒が家まで会いに来
た」という家庭は５軒 ７( ％ )
あり、また「今後、来てみた
いと連絡があった」のは 軒
（ ％）でした。「お礼の年
賀状や手紙が届いた」のは
軒（ ％）もありました。

「火の用心」の心は園児
から
各 幼 年 消 防クラ ブでは、３
月にお別れ会を実施しました。
クラブ活動を頑張った園児は、
これからも「火の用心」の心を
忘れないで下さい。（写真は、
お別れ会の状況です）４月５日
㈫には、新 たに入 園した園 児
をクラブ員に任命し、「火の用
心」を誓いました。これから活
動する主な行事は、正しい花火
の遊び方、防火豆まき、防火餅
つき、消 防 出 初 式 参 加 などで
す。

消防クラブ

お別れのフェリー

!!

サプライズでの合唱披露
１年間


平成28年5月
広報えたじま
平成28年5月

 広報えたじま
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▶ 認定こども園おおが ▶ 江 田 島 保 育 園 幼 年 ▶中 町 保 育 園 幼 年 消

き幼年消防クラブ

納付期間

付加保険料納付額と付加年金受け取り額
付加年金受け取り額 付加年金受け取り額
付加保険料納付額
（１年間）
（２年間）
４,８００円
２,４００円
４,８００円

in

25

12

26

23

28

20

51

14

平成27年5月に修学
旅行で訪れた武庫東中
学校の生徒が卒業後、
再び本市を訪れました。
そのときの様子をご紹
介します。
29

武庫東中学校民泊の思い出
ギャラリー

問市民生活課☎（４０）２７６４・広島南年金事務所☎０８２（２５３）７７１０

だより

▲大勢が参加したフォーラムの様子 ▲川本さんとランニングマンポーズ

また、高知県で開催
された「第12回全国
ほんもの体験フォーラ
ムin高知」に参加した
ときの様子をご紹介し
ます。
▲三高保育園幼年消防クラブ

▲山田さん（中）と再会した生徒たち

民泊
通信
!!

問交流促進課
☎（４０）２７８５

年金
知って得する付加保険料

0件(4件)

災

火

消防つうしん

73

心とココロの交流
救 急 116件(369件)
※かっこ内は平成28年１月
からの累計

火災などのお問い合わせは☎（４２）３１１９へ

火災・救急件数
● 能美出張所

☎（４５）４７３９

平成28年３月１日〜31日
☎（４０）０１１９㈹

● 消防本部・消防署

火災・救急・救助は１１９番

