島から世界へ
…
From the island to the world

学びの館では、今年度から２階展示室を無料で貸出
します。
作品ジャンルは問いませんので、活動成果を発表す
る展示会等の場として活用し、良質な文化芸術を地域
の皆さんにお届けください。

対象者
利用料金
利用申込
利用条件
お問い合わせ先

だより

▲難しい課題に取り組む能美中生徒たち

学びの館で作品展示をしませんか？

利用期間

教育委員会

「学びの変革」パイロット校

問都市整備課
☎（４０）２７７３

能美中学校

住宅使用料
（５月分）

～主体的な学びを促進～

問子育て支援センター
☎（４２）２８５２

を活性化するためにはどうし

保育料
（５月分）

☎（４０）２７６５
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年度

問税務課

能美中学校は、平成

固定資産税
（１期・全納）

年度までの３年間、 たらよいか」「海外の人を江

平成28年5月

☎（４０）２７６５

から平成

 広報えたじま

問税務課

田島観光に呼び込むためには

11,941 12,686 24,627 12,597
（△314） （△82）（△396）（△299）

軽自動車税

広島県教育委員会から「『学

体

(前月比)

世帯数
4,543
2,639
1,790
3,625

何が必要か」など、単なる知

全

計
8,633
5,406
3,328
7,260

びの変革』パイロット校事

江田島
能 美
沖 美
大 柿

女性
4,438
2,826
1,676
3,746

識や技能だけでなく、態度な

男性
4,195
2,580
1,652
3,514

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。

業」の指定を受け、取り組み

人口と世帯数 （外国人市民を含む）

５月31日(火)

市税などの納期限

どを含む様々な資質・能力を

平成28年３月31日現在

￥

を進めているところです。

ふるさと寄附金として
久保田裕彦（広島市南区） 瀬尾 一弘（愛知県名古屋市）
武（神奈川県鎌倉市）
半谷 勇磨（愛知県北名古屋市） 保坂

活用して、複雑な課題に取り

（50音順・敬称略）

この事業は、生徒の主体的

寄附

組みました。

ありがとうございました

28

本年度も、生徒自身が、

問総務課 ☎（４０）２２１１㈹
16日㈪ 江田島公民館
※要予約。詳しくは24ページをご覧ください。

31

68

29

教育委員長に三島氏
を互選

川㟢千鶴子（飛渡瀬・80 歳）
杉本カナヱ（飛渡瀬・94 歳）
田中 和彦（大原・46 歳）
天滿 信明（大原・89 歳）
（柿浦・87 歳）
槇本
山口 春枝（飛渡瀬・99 歳）

29

会議において、教育委員長に、

大柿町
上河内サヤ子（深江・87 歳）
坂倉コハル（大原・91 歳）
空
幸則（飛渡瀬・86 歳）
出木 博行（飛渡瀬・67 歳）
平井たつ子（大原・87 歳）
松野 正壯（大原・86 歳）
山元
實（大原・96 歳）

■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
２日㈪ 農村環境改善センター
10日㈫ 大柿公民館
17日㈫ 三高会館
24日㈫ 江田島公民館
■法律相談（午前10時～午後３時）

三島雅司さん（ 歳）を互選

木原 敏明（畑・80 歳）
三王 文枝（三吉・86 歳）
八百中康孝（是長・71 歳）

しました。三島教育委員長の

5 月の相談

沖美町
石河内孝志（三吉・85 歳）
澤原チヱ子（是長・97 歳）
増田ユキヱ（美能・100 歳）

委員長の任期は、平成 年４

新宮 秀之（高田・87 歳）
常田 一枝（中町・95 歳）

月１日から平成 年３月 日

※子どもさんの診療については事前に医療機関へ電話でお問い合わ
せください。なお、症状によっては、呉医師会休日急患センター等
を紹介する場合があります。

様々な課題に対応できる力を

澤医院（大柿町小古江）
☎（57）2003
診療時間：午前10時～午後５時

な学びを促進するため、 課
｢
題発見・解決学習 を
｣ 学習に

29日㈰

取り入れ、生徒の学力を向上

大井（征）医院（大柿町大原）
☎（57）6500
診療時間：午前10時～午後５時

育み、江田島市の未来を創造

22日㈰

までの１年間です。

能美町
河本 鉄男（中町・79 歳）
諏訪マツ子（高田・88 歳）

岸川 好孝（江南・60 歳）
出木加代子（小用・73 歳）
濱野 明年（江南・87 歳）
丸子 元枝（幸ノ浦・87 歳）

長尾医院（沖美町三吉）
☎（47）0204
診療時間：午前10時～午後５時

させようというものです。

江田島町
石本
隆（宮ノ原・100 歳）
新久ひ こ（小用・91 歳）
中本佐與吉（鷲部・106 歳）
古崎 達夫（切串・78 歳）
牟田 郁夫（江南・85 歳）

15日㈰

する人材を育成します。

「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。

昨年度は、国語科や総合的

（地区別50音順・敬称略）

深江長坂医院（大柿町深江）
☎（57）2036
診療時間：午前10時～午後５時

な学習の時間に、「江田島市

おくやみ

８日㈰

新教育委員決 ま る

３月１日～31日届け出分

28

▶樋上美由紀教育委員

ご冥福をお祈りします

砂堀医院（能美町中町）
☎（45）3333
５日㈷
診療時間：午前10時～午後５時

65

任期満了に伴い、空席と

怜（柿浦・４月４日）

32

江田島市教育委員会は、４

れん

細川 七葉（柿浦・３月 28 日）

芸南クリニック（大柿町柿浦）
☎（57）3705
診療時間：午前10時～午後５時

なっていた教育委員に樋上美

やまもと

山本

なのは

４日㈷

月１日に開催した教育委員会

伊藤 海桜（大原・４月５日）

ほそかわ

大谷リハビリテーション病院（大柿町柿浦）
☎（57）3636
診療時間：午前10時～午後５時

歳）が任命され

お

３日㈷

由紀さん（

み

☎（42）1121

ました。

い とう

青木病院（江田島町中央）
診療時間：午前９時～午後５時

31

☎（４０）３２４２

年３月

江田島町
こおりやま
いずき
まえ だ
こと か
郡山 稜昊（大原官有地・３月12日）前田 寿華（宮ノ原・４月６日）
能美町
よねはら
しゅう ま
米原 朱馬（鹿川・３月25日）
大柿町

１日㈰

問健康推進課

樋上委員の任期は、平成

「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。

※日程は変更することがあります。

日までの４年間です。

すこやか

5 月の当番医

（地区別50音順・敬称略）

年４月１日から平成

３月16日～４月15日届け出分

おめでとうございます

最長１カ月間利用できます。
・江田島市内に在住または通勤・通学中の方
・江田島市内に住所を有する団体又は法人
無料です。
※ただし、施設・設備利用以外の費用は申し込み者の負担となりますのでご
了承ください。
事前に利用申込が必要です。
絵画、書、写真、彫刻、木工、陶芸、工芸、服飾作品など、作品ジャンルは自
由ですが、いくつかの条件、注意事項がありますので、お問い合せください。
学びの館
☎（４２）１１４５
生涯学習課 ☎（４０）３０３７

※江田島市教育委員会のホームページアドレス
http://www.edc.etajima.hiroshima.jp/

広報えたじま

平成28年5月



