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現在、ライフスタイルの変化に伴い、
“朝食をとらない”“不規則な食
事”
“栄養の偏り”などの食生活の乱れにより、生活習慣病や肥満の増加
などの問題が生じています。
国では、６月を「食育月間」、毎月19日を「食育の日」と定め、
「食育」を推進しています。
問健康推進課 ☎（４０）３２４２

笑顔で楽しく食べよう！

【本市での取り組み】
広報紙や給食だより、イベントなどで、共食の重要性や食育の日の普及
啓発を行っています。

手を合わせてい
ただきます。

食を共に楽しみながら、食事のマナーや食文化などを身につける
場にしましょう！

た

正しく食べよう！

【本市での取り組み】
一人一人が、望ましい食習慣について理解を深め、実践できるよう、保
育園や学校、地域で食育の推進を行っています。

じ
じ

減塩生活を心が
けましょう。

食事は１日３回、主食・主菜・副菜を揃えて食べましょう！
自分に望ましい食事量や運動で、健康づくりを実践しましょう！

地元のいいもの再確認！

【本市での取り組み】
地元の農産物などに興味や関心を持ち、農漁業について理解を深められ
るよう、保育園や学校の給食、食育教室などで、地産地消の推進に取り組
んでいます。

給食で、地元農産物を使
用しています。

本市の豊かな食を味わう機会を大切にし、食材がもっている
「味」や「おいしさ」を楽しみましょう！

ま

まちの食文化を見直そう！

【本市での取り組み】
地元の伝統行事と結びついた食材や料理など、食文化への理解を深め、
次世代へ伝える取り組みを行っています。

食育体験教室では、郷土料理
「もぶり飯」を作っています。

本市の食文化(行事食や伝承料理)を、家庭の食事に取り入れ、次
世代へ継承する機会を持ちましょう！

し

食の魅力を体験しよう！

【本市での取り組み】
本市ならではの農漁業体験や調理実習を通して、食の
関心を高める取り組みを行っています。

田植え体験やきゅうりもぎ体
験、オリーブ収穫体験など
行っています。

食に関する様々な体験を通して、自然の恵みに
感謝し、食を大切にする心を育てましょう。
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６月は「食育月間」です！

食育とは？
「食育」とは、健康的な生活を送るために、さまざまな経験を通して、「食」に
関する知識を「育」むことです

江田島市の食育目標
本市では、「江田島市食育推進計画」を基に、関係団体、保育園、学校、行政機
関などが相互に連携しながら、食育の推進に努めています。

江田島市食育キャラクター
「もりもりぼうや」

▲江田島市食育推進計画（概要版）
※計画は市HPで見ることができます。（http://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/articles/show/1822）
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～各分野の功績をたたえる～

春の叙勲

長年にわたり各分野の進展に尽くされた功績がたたえられ、次
の方々が受章されました。（敬称略）
瑞宝単光章 松場純夫（元広島検疫所・江田島町切串）
瑞宝単光章 守本玩記（元市消防団分団長・大柿町柿浦）

▶給水支援出発式の様子

▶江田 島 市 赤 十 字 奉 仕 団
から義援金を受贈

市女性会連合会総会
を開催

▶総会の様子

５月７日㈯、沖美ふれあい

センター（沖美町美能）で市

女性会連合会総会が開催され、

約１００人が参加し、各議題

は全て承認されました。

万８４００

また、女性会で募った熊本
地震 災 害 義 援 金

円を寄附することを報告しま
した。

総 会 終 了 後 に は 、演 奏 会

が開かれ「二胡とピアノの調

べ」の演奏に会場内は感動に
包まれました。
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大空を泳ぐこいのぼり

４月 日㈫、飛渡瀬保育園
の園児 人が、飛渡瀬橋付近
に揚げられたこいのぼりを見
学しました。
このこいのぼりは「飛渡
瀬こいのぼりの会」が中心
となって毎年揚げられており、
約 ｍの橋の幅に合わせて、
寄贈を受けたものや園児が作
成したものなど大小約 匹の
こいのぼりが風になびいてい
ました。
園児たちは自分が作ったこ
いのぼりを見つけて歓声を上
げていました。

45 26

▶こい の ぼ り を 眺 め る 園 児
たち

30

平成 年熊本地震への支援
平成 年 月に発生した熊
本地方を中心とする地震被害
に対して、本市ではこれまで
に、飲料水の提供、給水車と
職員の派遣、「被災宅地危険
度判定士」の資格を持つ職員
の派 遣、市 営 住 宅の無 償 提 供
の受け付けなどを行っています。
各窓口では災害義援金を受
け付け、日本赤十字社を通じ
て被災者支援に活用します。
また、市赤十字奉仕団など
の団体や市内中学校の生徒ら
がそれぞれ市内商業施設など
で募金活動を行い、被災者へ
の支援を呼びかけました。
4

▶派遣 す る 職 員 を 激 励 す る
田中市長（左）
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☎（４０）３５７１

歳体操」や「かみかみ百歳体
操」など、今つどいで実践し
ている「いきいき百歳体操」
以外の体操にもチャレンジし
ました。会の間中ずっと、参
加者の顔には笑顔が見られ、
今後の介護予防活動のモチ
ベーションが上がったように
思います。
また、参加者はこの会で、
いつも集まるメンバー以外に
も、同じ体操を頑張る人同士
のつながりを感じることがで
き、人と人とのつながりが認
知症予防や地域づくりになる、
という今田先生のお話の内容
を、肌で感じることもできた
のではないでしょうか。
参加者からの声を紹介する
コーナーでは、参加者自身か
ら、「杖がなくても歩けるよ
うになった！」「足が楽に
なった」「人と会って話すの
が楽しい」などの声を聞くこ
とができました。
住民の介護予防活動に対す
る意欲を今後も高めていける
ように、これまで以上に幅広
い介護予防活動メニューの提
案等を行い、この地域の輪が
さらに広がるよう支援してい
きます。

講演会
みんなで考えよう！
地域包括ケアシステム！

地域包括ケアシステムとは、
誰もが安心して、住み慣れた
地域で暮らせる仕組み。しか
し、地域の特徴も、そこで暮
らす人々も、多種多様。そこ
で、それぞれの地域に合った、
それぞれの地域らしい地域包
括ケアシステムが必要です。
誰もが暮らしやすい地域を作
るにはどうすればいいか、こ
の機会にみんなと一緒に考え
てみませんか？ぜひ、お住い
の地域で誘い合ってお越しく
ださい。
講師 医療法人裕心会落久保
外科循環器内科クリニック
院長 落久保裕之先生（一
般社団法人広島市西区医師
会 理事）
演題 「地域包括ケアシステ
ム構築に向けて～今わたし
たちはなにをすべきか～」
日時 ６月 日㈯午後６時～
８時
場所 農村環境改善センター
（能美町鹿川）
対象 どなたでも参加できま
す。
申し込み 不要です。当日直
接会場にお越しください。
お問い合わせ
地域包括支援センター
☎（４０）３５７１
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県内初！「えたじまんのつどい
全体会」を開催！
問地域包括支援センター

身近で歩いて行ける場所に、
みんなで集まる場があれば、
寂しくないし、心も身体も元
気になれる。そんな、「住民
主体のつどいの場」の立ち上
げを、地域包括支援センター
では、支援しています。この
半年間で、立ち上がったつど
いの場の数は、現在約 カ
所！県内一！
そこで、さらにこの熱を盛
り上げようと、４月 日㈭、
住民主体のつどいの場に参加
している方や、興味を持って
いる方などを対象に、介護予
防の広島県独自アドバイザー
今田直樹先生（作業療法士）
をお招きし、「えたじまんの
つどい（住民主体のつどい
の場）全体会」を開催しまし
た！全体会を実施するのは、
県内初の試みということで、
心配もありましたが、１００
人を超える方が集まり、予想
以上の大盛況となりました。
この会では、住民の皆さん
がもっと健康になるために、
今田先生から、身体面だけで
なく、認知面や口腔面、社会
面など、多様な視点から、健
康になるためのアドバイスを
いただきました。
さらに、「しゃきしゃき百
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・試験のご案内

問農林水産課

☎（４０）２７７０

有害鳥獣の捕獲はルールを守って行いましょう
江田島市では、農作物等へ被害を与えるイノシシ・カラス・アナグマなどを有害鳥獣に定めていますが、

捕獲するためには狩猟免許および市の許可が必要になります。
わなによる捕獲を行う場合は以下のルールを守りましょう。
▶無免許・無許可でわなを架設しないこと。
▶公道（人や車などが往来する場所。農道や林道を含む）に架設しないこと。
▶わなには決められた内容の標識（金属製またはプラスチック製）を設置
すること。
▶架設は１人 30 基以内で見回りが可能な範囲内に行うこと。
これらのルールを破りわなを架設した場合、違法なわなとして、懲役や
罰金刑に処せられる可能性がありますので、ルールを守った捕獲活動を行
いましょう。
また、人間等の身体または生命に対する危害を防止するため、危険な猟法として次の猟法は禁止されてい
ます。ただし、環境大臣の許可を得て行う場合はこの限りではありません。
▶爆発物、劇薬、毒薬を使用する猟法、据銃（すえじゅう）、陥穽（かんせい。「落とし穴」のこと）その他、
人の生命または身体に重大な危害を及ぼす恐れがあるわな。
その他、鳥獣の捕獲を行う際には、危険の予防や鳥獣の保護のための猟法に関する制限として、銃猟に伴
う人の身体や生命に対する危険の予防のための制限事項、鳥獣の保護に支障を及ぼす恐れのある猟法の禁止
事項などの制限があります。

平成28年度農薬危害防止講習会等について
本年度も農薬に関する正しい知識の普及を図ることを目的として、広島県による農薬危害防止講習会が開
催されます。（事前申し込み不要、受講料無料）
また、本講習会終了後、午後 4 時から 5 時まで、本講習会の受講者のうち希望者については、広島県植
物防疫協会による広島県農薬適正使用アドバイザー認定試験を受験することができます。（事前申し込み不
要、受験料１，０００円※当日徴収）
日程等は次のとおりです。
１ 講習会等日程
月日

時間

6月7日㈫

午後１時30分～５時

6月21日㈫

午後１時30分～５時

場所

呉市中通一丁目１－２
呉市きんろうプラザ 大ホール３F
広島市中区千田町三丁目７－４７
広島県情報プラザ 第一・第二研修室

※受け付けは、午後１時～１時30分まで

２ 農薬危害防止講習会のお問い合わせ先
・広島県薬務課
☎０８２（５１３）３２２２
・広島県農業技術課 ☎０８２（５１３）３５８５
３ 広島県農薬適正使用アドバイザー認定試験に関するお問い合わせ先
・広島県植物防疫協会 ☎０８２（８４６）４７０５

広報えたじま
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狩猟免許等各種講習会
平成 28 年度の狩猟免許（初心者）講習会および狩猟免許試験が猟友会および広島県の主催で開催されます。
江田島市では、イノシシ・カラス・アナグマなどによる農作物被害が深刻な問題になっています。これら
の鳥獣類は狩猟鳥獣に定められており、捕獲するためには狩猟免許および市の許可が必要になります。
イノシシ被害等でお困りの方は、『自分の農地は自分で守る！』という意識で、この機会にぜひ、狩猟免
許を取得してください。

狩猟免許（初心者）講習会（任意－主催：広島県猟友会）
受講は任意 問い合わせ・申込み先 広島県猟友会 ☎０８２（２２７）７８９０
開催日時
7月16日㈯
午前9時30分～

7月17日㈰
午前9時30分～

8月28日㈰
午前9時30分～

場所
呉市広大新開一丁目７－１
呉市総合体育館オークアリーナ

安芸郡海田町南つくも町１１－１６
海田町ひまわりプラザ

講習内容

定員

申込締切日

わな猟

40人

7月11日㈪

わな猟
第一、二種銃猟

60人

7月11日㈪

60人

8月22日㈪

広島市安佐南区中筋一丁目２２－１７ わな猟
広島市安佐南区民文化センター
第一、二種銃猟

狩猟免許試験（主催：広島県）
問い合わせ・申込み先 広島県自然環境課野生生物グループ ☎０８２（５１３）２９３３
開催日時
7月24日㈰
午前9時00分～

8月１日㈪
午後１時00分～
8月10日㈬
午前9時00分～
9月4日㈰
午前9時00分～

場所

免許の種類

広島市中区基町１０－５２
広島県庁本館6階講堂（駐車場無し）

呉市西中央一丁目3－２５
広島県庁呉庁舎第2庁舎11階大会議室
広島市中区基町１０－５２
広島県庁本館6階講堂（駐車場無し）
広島市中区基町１０－５２
広島県庁本館6階講堂（駐車場無し）

定員

申込締切日

網猟、わな猟
120人
第一、二種銃猟

7月14日㈭

わな猟

50人

7月22日㈮

網猟、わな猟
120人
第一、二種銃猟

7月29日㈮

網猟、わな猟
120人
第一、二種銃猟

8月25日㈭

狩猟免許更新（主催：広島県）
問い合わせ・申込み先 広島県林務第一課自然保護係 ☎０８２（２２８）２１１１
開催日時
6月30日㈭午後１時～
7月1日㈮午後１時～
7月22日㈮午後１時～
7月28日㈭午後１時～

場

所

呉市西中央一丁目3－２５
広島県呉庁舎第2庁舎11階大会議室

呉市西中央一丁目３－２５
広島県呉庁舎第2庁舎11階大会議室

広島市中区基町１０－５２
広島県庁本館６階講堂（駐車場無し）

広島市中区基町１０－５２
広島県庁本館６階講堂（駐車場無し）

免許の種類

定員

申込締切日

全種類

80人

6月20日㈪

全種類

80人

6月21日㈫

全種類

150人

7月12日㈫

全種類

150人

7月15日㈮

講習会及び試験に申し込みを希望される方は、市役所農林水産課に必要書類がありますので、内容をご確
認の上、各実施機関へ申し込み手続きを行ってください。

講習代金等に助成制度があります

市では、網猟、わな猟の初心者講習代金 ( ７, ０００円 )、取得試験手数料 ( ５, ２００円 ) および更新手
数料 ( ２, ９００円 ) を補助する制度があります。
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お知らせワイド
～農業経営の安定、食料自給率の向上を目指して～

平成28年度経営所得安定対策のお知らせ

問江田島市農業再生協議会（事務局：農林水産課）☎（４０）２７７０

本年度も、経営所得安定対策が実施されます。これは主に、水田のフル活用を推進し、農業経営の安定、
食料自給率の向上などを目的とした水田農業等に関する対策です。

米の直接支払交付金

米の生産数量目標（配分面積）等に従って生産を行う販売農家・集落営農の主食用米の作付面積に対して、
交付金が国から直接交付される制度です。
※平成27年産と同じ仕組みで実施されます（平成29年産まで実施。以後は廃止されます）
交付対象者 米の生産数量目標に従って、販売目的で生産する販売農家・集落営農
対象面積 主食用米の作付面積から一律10ａを差し引いた面積。
交付単価 7,500円／10ａ（全国一律）

水田活用の直接支払交付金

主食用米を作付けしない水田を活用して、戦略作物や地域振興作物などの生産を行う販売農家・集落営農
に対して、交付金を面積払いで国から直接交付される制度です。なお、県段階・地域段階（市段階）の地域
振興作物（その他作物）についても産地交付金として国から直接交付されます。
※平成28年度からは一部見直しなどの変更点があります。
交付対象者 販売目的で対象作物を生産する販売農家・集落営農
対象作物
▶戦略作物に対する助成（全国一律）
…麦、大豆、飼料用米、米粉用米、加工用米、飼料用作物、ＷＣＳ用稲
※戦略作物の助成は、売り先を確保した上で取り組む契約栽培が条件となります。
▶その他作物に対する助成（県内一律：産地交付金）
…キャベツ、アスパラガス、ホウレンソウ、ネギ、ワケギ、トマト、キク、ブドウ、イチジク、コマツナ、
カボチャ、キュウリ、ナス、バレイショ、ダイコン、タマネギ、イチゴ、ブロッコリー、ピーマン、クワイ、
ヒロシマナ、サトイモ、ニンジン、備蓄米、加工用米、酒造好適米
▶その他作物に対する助成（市内：産地交付金）
…キク、トマト、スイートピー
※詳しくは農林水産課までお問い合わせください。

申し込み・支払い時期について

交付金を受け取るためには、交付申請書・営農計画書・振込口座届出書・販売伝票などの提出が必要です。
交付金の申請時期は平成28年６月末まで、支払時期は12月～翌年３月を予定しています。
なお、制度の詳しい情報は以下のホームページに掲載されています。
国のホームページ
中国四国農政局ホームページ＞経営所得安定対策等について
http://www.maff.go.jp/chushi/sesaku/kobetu_hosyo/index.html
中国四国農政局広島支局経営所得安定対策チーム ☎０８２（２２８）９４８３

情報をお寄せください！
広報えたじまでは、まちの話題や営利を
目的としない募集記事、スポーツ・芸術関
連の入賞記事などを掲載しています。
掲載を希望される場合は、総務課秘書広
報室☎（４０）２７６３へご連絡ください。

広告を募集中！
「広報えたじま」に掲載する広告を募集してい
ます。申込方法など詳しくは、総務課秘書広報室
☎（４０）２７６３へお問い合わせください。
広告の大きさなど １枠縦46㎜×横170㎜・黒１色
広告の掲載位置 原則「お知らせ」ページの下部
（掲載位置は指定できません）
広報えたじま

平成28年6月

⑧

お知らせワイド
～市の活性化や将来を担う子どもたちのために活用～

ふるさと寄附金

寄附の状況をお知らせします

平成27年度中は、計２２３件で６１８万３,００１円
のふるさと寄附金をお寄せいただき、平成20年度の制
度開始以来、計３１７件で２,１０２万７,００１円と
なっています。
平成27年度では、右の表の事業（施策）に寄附金を
活用させていただきました。
お寄せいただいたふるさと寄附金は「江田島市ふるさ
と応援基金」に積み立て、市の活性化や将来を担う子ど
も達のため「第２次江田島市総合計画」等に掲げた事業
に活用させていただきます。
なお、平成２８年度予算では、右の表の事業（施策）
に寄附金を活用させていただく予定です。
ご支援を感謝するとともに、引き続き、ふるさと“江
田島”への温かい応援をお待ちしております。

問財政課☎（４０）２７６１

▶平成27年度実績

事業内容
防犯カメラ設置工事
保育施設備品購入
新規就農者支援対策事業
小学校教育振興備品購入
中学校教育振興備品購入
▶平成28年度活用予定

事業内容
防犯カメラ設置工事
保育施設備品購入
妊婦健康診査交通費等助成事業
新規就農者支援対策事業
新規漁業就業者支援対策事業
小学校教育振興備品購入
中学校教育振興備品購入

児童手当の現況届の提出を忘れずに

充当額
１,０００,０００円
１,０００,０００円
１,０００,０００円
５００,０００円
５００,０００円
充当額
９００,０００円
１,０００,０００円
２,０００,０００円
２,０００,０００円
２,０００,０００円
５５０,０００円
５５０,０００円

問社会福祉課☎（４０）３１７７

平成28年６月分以降の認定
現在受給中の方で、６月分以降の手当を受給するためには現況届の提出が必要になります。対象者には６
月以降に現況届の用紙などを送付します。
現況届を提出いただけない場合は、６月以降の手当の支給が停止されますのでご注意ください。
※なお、現在受給されている方で平成28年１月１日現在に本市に居住されていなかった方は、前住所地で
平成28年度（平成27年分）の所得証明書を取得し提出してください。
手当の支給
支払日
支給対象となる月
手当は原則として、毎年６月、10月、２月の10日（当日が土・日・
６月10日
２月～５月分
祝日の場合はその前日）の年３回、それぞれの前月分までの４カ月分
10月10日
６月～９月分
を、まとめて受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。
２月10日 10月～翌年１月分
出生や転入などで、これから手当を受給しようとしている方
申請方法 「認定請求書」の提出が必要です（公務員の場合は勤務先に提出）。
児童手当は原則として認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、出生、転入などやむを得ない理由により請求ができなかった場合は、出生日または前住所地から
の転出予定日の翌日から15日以内に申請すると、転入等の属する月分から支給されます。
申請に必要なもの
①新規に申請をする方
・認定請求書（各受付窓口に置いてあります）
・認印
・申請者（保護者）名義の普通預金口座番号の分かるもの（預金通帳・キャッシュカード等）
・申請者（保護者）の健康保険証の写しなど
・申請者（保護者）の個人番号が分かるもの（マイナンバーカードまたは個人番号の通知カード）
②対象となる児童が増えた方
・額改定認定請求書（各受付窓口に置いてあります）
・認印
※１．理由によりその他の書類が必要となる場合があります。
※２．手当は申請した日の翌月分からの支給となるため、必要書類がすぐにそろわない場合でも、窓口で申
請を行ってください。
受付窓口 本庁・支所、社会福祉課 ※公務員は勤務先での手続きになります。

⑨ 広報えたじま
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お知らせワイド
～ご理解とご協力をお願いします～

本庁機能の移転のお知らせ

問政策推進課☎（４０）２７７８

新本庁舎となる大柿分庁舎の改修工事は、６月末に完了する予定です。完了後は、次のとおり本庁機能が
移転します。移転は、３回に分けて行う予定です。市民の皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解
とご協力をいただきますようお願いします。
（※）大柿分庁舎での大柿支所の業務は７月31日までで、８月１日からは市民生活課が対応します。それ
に伴い、能美庁舎には、８月１日から能美支所を配置します。
移転部署および移転先での業務開始予定日
新本庁舎
移転部署
（大柿分庁舎）
大柿支所（※）
市民生活課
市民生活部
１階
人権推進課
税務課
会計管理者 会計課
企画部
交流促進課
市民生活部 環境課
社会福祉課
福祉保健部 医療介護保険課
２階
地域包括支援センター
観光振興課
産業部
オリーブ振興室
総務課
総務部
財政課
企画振興課
企画部
政策推進課
３階
産業企画課
産業部
農林水産課
農業委員会
危機管理監 危機管理課
４階
建設課
土木建築部
都市整備課

移転先での
業務開始予定日
７月４日㈪から
８月１日㈪から
８月１日㈪から
８月１日㈪から
８月１日㈪から
７月25日㈪から
８月１日㈪から
７月４日㈪から
７月４日㈪から
７月４日㈪から
７月25日㈪から
７月25日㈪から
８月１日㈪から
８月１日㈪から
７月25日㈪から
７月25日㈪から
７月25日㈪から
７月25日㈪から
７月25日㈪から
７月25日㈪から
７月25日㈪から
７月25日㈪から

市有地の売却（一般競争入札）を実施

現配置
大柿分庁舎３階
能美庁舎（本館）１階
能美庁舎（本館）１階
能美庁舎（本館）１階
能美庁舎（本館）１階
能美庁舎（本館）３階
能美庁舎（本館）１階
大柿分庁舎３階
大柿分庁舎３階
大柿保健センター１階
能美庁舎（別館）３階
能美庁舎（別館）２階
能美庁舎（本館）２階
能美庁舎（本館）３階
能美庁舎（本館）３階
能美庁舎（本館）３階
能美庁舎（別館）２階
能美庁舎（別館）２階
能美庁舎（別館）２階
能美庁舎（本館）２階
能美庁舎（別館）４階
能美庁舎（別館）３階
問財政課☎（４０）２７６１

市有地のうち、遊休地の売却を次のとおり行います。
入札参加を希望される方は、受付期間内に必ず「一般競争入札参加申込書」等を財政課へ提出してくださ
い。申込書は、財政課のほか市ホームページにも掲載しています。
▶売却対象地
江田島市沖美町是長字船附１７０５番２（山林３,２４３㎡）（沖美
ニューブルービーチ付近）
海
▶用途地域等
都市計画区域外、防火地域指定なし、広島県海岸保全区域（沖美海岸砠
地区海岸）に指定、江田島市別荘等に関する開発指導の届出対象地域
売却物件
▶入札申込受付期間 ６月１日㈬～14日㈫
1705-2
▶入札執行日時 ６月21日㈫ 午後2時
（江田島市役所本庁２階 会議室）
▶最低売却価額 ９,６３３,０００円
（土地のため消費税非課税）
▶入札保証金 ４８１,６５０円
沖美ニューブルービーチ
▶連絡先 総務部 財政課 管財担当 ☎（４０）２７６１
広報えたじま
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⑩

お知らせワイド
～市内の求人事業者と求職者を結び付け～

無料職業紹介所を開設

問産業企画課 ☎（４０）２７７５
◀開所式の様子

江田島市社協
無料職業紹介所
江田島市
スポーツセンター
能美図書館

江田島市
社会福祉協議会

江田島市農村
環境改善センター

国道487号線

至 大柿町方面

至 三高方面

日時 ６月 日㈯午後１時 分開演

※入場には整理券が必要です。
会場 大柿公民館（大柿町大原）
内容 若き才能が光る実力派日本民俗音楽芸能
集団、あべや。コミカルなトークと、津軽
三味線の躍動感あふれる響き、透き通る歌声、
表現力豊かな尺八の音色など、迫力ある演奏
で皆さまを魅了します。

整理券は、本庁、支所、
各公民館等で配布中です。

平成28年6月

入場
無料

江田島市役所

40

36

江田島市文化協会交流発表会特別事業

日時 ６月 日㈰午前９時 分開会
会場 大柿公民館（大柿町大原）
内容 江田島市文化協会会員が日夜、練習を重
ねた努力の成果を発表します。民謡・舞踊・
コーラス・銭太鼓・カラオケなど盛りだくさ
んです。また、うどん・コーヒーなどの販売
もありますので、お誘いあわせの上、お越し
ください。

 （問）文化講演会 生涯学習課☎（４０）３０３７
交流発表会 大柿公民館☎（５７）３００９


⑪ 広報えたじま
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第 回広島県文化団体連合会文化講演会

第 回江田島市文化協会交流発表会

12

至 飛渡瀬方面

江田島市社会福祉協議会では、市内の求人事業者と求職者との
結び付けを行うため、「江田島市社協無料職業紹介所」を開設し
ました。
４月27日㈬、午後１時30分から行われた開所式では、主催者
および来賓のあいさつの後、関係者によるテープカットが行われ、
本格的に業務が開始されました。
無料の職業紹介業務は、能美町鹿川の市社会福祉協議会事務所
に隣接する建物内に設けられたスペースで、専任のスタッフが対
応に当ります。お気軽にご相談ください。
開設日 毎週月曜日〜金曜日（祝日、振替休日は除く）
開設時間 午前９時～午後５時
詳しくは、社会福祉法人江田島市社会福祉協議会地域福祉課ま
でお問い合わせください。
☎ （２７）８０３４
Ｆax （２７）７７６０
ホームページ http://etajima-syakyo.org
メールアドレス shigoto@etajima-syakyo.org

11

30

津軽三味線

～郷音燦々～

お知らせワイド
～受講生を募集します～
日本語ボランティア基礎講座

問人権推進課☎（４０）２７６７

「江田島市日本語ボランティア基礎講座」を開催します。
外国人市民にコミュニケーションを中心とした日本語学習を支援する、基礎的な実践方法を学びま
す。国際交流に関心をお持ちの方の参加をお待ちしています。
日時 ６月４日㈯、11日㈯、18日㈯ 午後１時～３時（予定）
場所 大柿分庁舎 ４階４０１会議室
募集人員 10人
対象 日本人または日本語で十分コミュニケーションができる人※外国語が話せる必要はありません。
申し込み 人権推進課へ申し込んでください。
共催 （公財）ひろしま国際センター
開催日

主な内容
「外国語体験」と「日本語教室の役割」
第１回
・言葉が通じない体験を通し、外国人市民とのコミュニケーションについて考える。
６月４日㈯
・「地域日本語教室」の役割について考える。
「外国語学習体験」と「日本語支援の基礎」
第２回
・外国語の学習を通し、日本語支援について考える。
６月11日㈯
・日本語教材「ことばの地図」の活用法を学ぶ。
「外国人市民の『声』を聴く」
第３回
・外国人市民と会話をして、彼らの生活や生活上の課題を知る。
６月18日㈯
・今後の日本語サポート活動について考える。

平成28年度学習支援講座

問広島県ひとり親家庭等福祉連合会
☎０８２（５４３）６８８９

ひとり親家庭の小学４年～６年生と中学生を対象に現役大学生等による学習支援を行います。
「ちょっとここが解らないな」「試験のために勉強がしたいな」という方は、ぜひご利用ください。
期間 平成28年８月～平成29年３月（夏休み８日間、冬休み２日間、９月〜３月に月１回）
時間 午前９時30分～11時30分
会場 大柿公民館
定員 小中学生 合わせて15人
科目 国語・数学・英語・宿題
費用 無料
募集期間 ６月１日㈬〜７月15日㈮（消印有効）
申し込み先
県ひとり親家庭等福祉連合会
申し込み方法 ＦＡＸ・メール・郵送
申込書は県ひとり親家庭等福祉連合会のHPからダウンロードできます。

介護職員初任者研修会

問広島県ひとり親家庭等福祉連合会
☎０８２（５４３）６８８９

ひとり親家庭の母または父および寡婦を対象に介護職員初任者研修会を開催します。
研修期間 平成28年７月31日㈰～平成29年３月12日㈰
時間 午前９時～午後５時
会場 ケアハウス・こようの里親和園（江田島町小用３丁目28番１号）
定員 10人
内容 研修期間の中で約７時間の講義・演習13回・家庭学習８回・実習１日
受講料 無料（テキスト代６,９９５円は自己負担）
募集期間 ６月１日㈬～７月５日㈫（消印有効）
託児 無料の託児あり（ただし、満２歳以上）
申し込み先
県ひとり親家庭等福祉連合会
申し込み方法 ＦＡＸ・メール・郵送
申込書は県ひとり親家庭等福祉連合会のHPからダウンロードできます。
広報えたじま
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⑫

「つむぐ通信」では、４
人の地域おこし協力隊
が、月替わりで活動内
容やイベントなどのお
知らせや、地域おこし
に関する企画や提案を
紹介していきます。
【江田島市地域おこし協力隊】
移住促進支援員
後藤 峻
オリーブ栽培技術指導員
峰尾 亮平
オリーブ普及員
西村 京子
地域スポーツ振興支援員
石津 聡
facebookで情報を発信し
ています。「江田島市地
域おこし協力隊」で検索!!

たが、同じ条件でも地元を自慢する
地域と消極的に捉える地域とでは全
く印象が異なることを経験してきま
した。本市でも、みんなが友人・知
人や来訪者に「ええとこじゃろ？」
と自慢するようになると一層魅力的
な島になるのではないでしょうか？
つむぐこと
本市には魅力的な人・モノ・コト
がたくさんある反面、それぞれが個
別に存在している印象もあります。
もし、これらが合わさると相乗効果
で島全体がもっと魅力的になるので
はないでしょうか。
日本の伝統的な織物に「紬（つむ
ぎ）」があります。紬は経糸（たて
いと）と緯糸（よこいと）が織り重
りできあがります。さながら本市の
魅力的な「人・モノ・コト」が経糸
だとすると、私たち地域おこし協力
隊は、活動を緯糸として経糸を「つ
むぐ」大事な役割ではないかと考え
ました。これがタイトル「つむぐ通
信」の由来です。できることから少
しずつ、本市ならではの織物をつむ
いでいきたいです。
最後に、これからの私たちの活動
は、市内外の様々な方々との協働が
とても大事になると感じています。
また、市内各地で行われる地域活動
や新たな企画にも積極的に関わって
いきますので、ぜひお声掛けくださ
い！よろしくお願いします！
地域おこし協力隊 後藤 峻

石川県からも修学旅行生
がやって来た

桜の季節が終わりを迎え、いよい
よ平成 年度の受け入れが始まりま
した。
初受け入れからちょうど５年目を
迎え、「民泊」が本市にも定着して
きました。そして、関西・関東の都
会の学校だけでなく、今回は石川県
から生徒 人の修学旅行生を 軒の
民泊家庭で受け入れました。
滞在時間が短く、交流する時間が
短かったのですが、生徒たちは満足
して次の場所へと旅立ちました。

20

つむぐ通信

地域おこし協力隊の後藤です。今
号より私たち地域おこし協力隊の活
動内容や活動を通じて感じたこと、
意気込みなどをお伝えします！
本市に移住して１カ月が経過しま
した。隊員は少しずつ本市での生活
にも慣れてきており、また、いろん
な方々から声を掛けていただき、地
域の催しや活動に参加しています。
私は移住促進支援員として、移住
相談などに関わりますが、この１カ
月間、市のことを知るために様々な
場所を巡り、風景や人に触れてきた
中で感じたことをお伝えします。
なるほど、恵み多き島
本市は温暖で、透明度の高い海、
ハイキングなどに適度な山、海や里
で育つおいしい食材、旧海軍兵学校
をはじめとした貴重な歴史資源、特
徴的な工芸品など、価値ある資源に
恵まれていることを目の当たりにし、
確かに「恵み多き島」だなあと感じ
ました。そして、これらいわゆる
「田舎」の魅力を存分に備えている
のに、広島市内や呉市との行き来し
やすい立地性だということは本当に
恵まれた環境だなあと実感しました。
地元を自慢しよう
そんな「恵み多き島」ですが、一
方で「中途半端」や「なんにもな
い」といった言葉もしばしば耳にし
ました。確かに視点を変えるとその
ように表現できるかもしれません。
私は前職で全国の農漁村を訪れまし

石川県七尾市立能登
香島（のとかしま）中
学校の生徒が、４月
25日㈪～26日㈫の１
泊２日で本市を訪れま
した。平成28年度の
最初の受け入れ。その
様子をご紹介します。

vol.30

能登香島中の校長先生が離島式で、
「今はまだわからないかもしれない
が、この江田島市で民泊をしたこと、
体験したことが、活きてくる日が必
ず来る」と生徒たちに話されました。
この学校のように民泊を修学旅行
に取り入れる学校が全国で多くなっ
てきています。それは、田舎も都会
も関係無くなってきています。
熊本地震の影響もあり、広島県へ
の行き先変更も増え、民泊先として
本市への問い合わせも多くなってき
ています。民泊に少しでも興味を
持った方は、ぜひ一度、交流促進課
までお問い合わせください。

平成28年6月
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民泊
通信
!!

問交流促進課
☎（４０）２７８５

▲能登香島中の生徒たち

心とココロの交流
28

66

シリーズ連載 その１

防災リーダー”育成研修会を
開催します。
日時 ６月 日㈯午後１時～
４時 分
場所 市役所本庁
内容 防災講話、市の防災体
制、避難所運営訓練
※受講は無料で研修終了後、
江田島市地域防災リーダー認
定書の交付を行います。
募集人
人（対象：市内
 員
在住の方）
申込締切 ６月８日㈬
申込方
 法 市役所本庁、各支
所にある申込書に記入し、
本庁危機管理課、各支所に
郵送か持参、またはＦＡＸ
で申し込んでください。
※申
 込書はホームページか
らも取り出せます。
ＦＡＸ（４５）３３０１
11

50

第

回水道週間

都市計画案の縦覧

オリーブ講習会

問都市整備課
問水道業務課
☎（４０）２７７３
☎（４２）３３１１㈹
江田島都市計画の変更案を
６月１日㈬から７日㈫まで
次のとおり縦覧します。
全国一斉で水道週間が実施さ
縦覧の期間中、市民および
れます。
利害関係人は、意見書を提出
水道週間は、みなさんに水
することができます。
道について、理解と関心を深
内容 用途地域および臨港地
区の指定（江田島町小用三丁
め、水の大切さを深く知って
目のウシイシ地区の埋立地）
いただくための期間です。
今 年 の ス ロ ー ガ ン は 、 期間 ６月１日㈬～ 日㈬
（土・日曜日、祝日を除く午
「じゃ口から 安心とどけ
前９時～午後５時）
未来まで」です。
場所 市役所別館３階（都市
整備課）

し、日頃から備蓄のための水

このような大きな災害に対

自由なものとなりました。

くの被災者の方々の生活が不

は、深刻な水不足になり、多

４月に発生した熊本地震で

の水」となります。

水は、災害時にまさに「命

58

を準備しておきましょう。

オリーブ栽培ごよみ

問オリーブ振興室
☎（４０）２７７０

～オリーブを栽培している皆
さんへ～
▼炭疽病は、温度が上がり、
湿度が高くなると菌が侵入し
発病します。梅雨の前後（６
月上・下旬）の２回ペンコゼ
ブ水和剤の６００倍液を木全
体に散布しましょう。
▼今月はオリーブアナアキゾ
ウムシの発生密度が高くなる
時期です。防除として、ア
ディオン水和剤２０００倍を
木全体に散布しましょう。
▼開花期が終わり、幼果が急
激に大きくなる下旬に夏肥を
施用しましょう。
▼株元に雑草が茂っていると、
病害虫の発生原因となります
ので、極力周囲の雑草は取り
ましょう。

小型船舶免許更新・失効

講習を開催

問広島小型船舶教習所
☎（２２）９８６６
日時 ６月 日㈯午後６時～
場所 農村環境改善センター
（能美町鹿川）
申し込
 み 電話で同事務所へ
ご連絡ください。

⑭
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協力事業者を募集

問危機管理課
☎（４０）２２１８
風水害や地震の災害が起き
た場合に、本市からの要請で
土砂や倒木の撤去などの応急
対策に協力できる事業者を募
集します。
対象事業者
・市内に事業所などがある
・市建設工事入札参加資格者
申込方法
６月 日㈭までに、危機管
理課へ申込書を提出してくだ
さい。申込書は、危機管理課
または市のホームページから
入手できます。
※以前に登録している事業者
で、継続を希望する場合は再
度申込書を提出する必要はあ
りません。

受講生募集！
地域防災リーダー育成研修会

▲昨年度の研修会の様子

15

問オリーブ振興室
☎（４０）２７７０

市オリーブ振興協議会では、
次のとおり講習会を開催しま
す。事前の申し込みは不要で
すので、お誘い合わせの上ご
参加ください。詳しくは、オ
リーブ振興室へお問い合わせ
ください。
日時 ６月 日㈯午後２時～
内容 「オリーブの防除につ
いて」
場所 柿浦地区モデルオリー
ブ園（大柿町柿浦・柿浦小
学校隣）
18

30

問危機管理課
☎（４０）２２１８

災害時に必要不可欠となる
自主防災活動等に関する基礎
知識・技能を身につけ、日頃
から地域での様々な防災活動
に取り組んでいただく“地域

18

お 知らせ

30

放課後児童支援員を募集

相談は、法務局職員および人権擁護委員の方が受

けます。

任用期間
日㈬

時給

７月

日㈭～８月

午前８時～午後６

週３日～５日

９００円
勤務日

子どもの人権１１０番

フリーダイヤル：ぜろぜろななのひゃくとおばん

☎０１２０（００７）１１０

強化週間の実施期間

平成28年６月27日㈪〜７月３日㈰まで

強化週間の相談時間

午前８時30分～午後７時まで。ただし、土曜

日・日曜日は午前10時〜午後５時まで

日

求人情報

事業所名 ㈱江田島オート
☎（４２）１０１１
募集職種 自動車整備士
勤務地 江田島町鷲部
勤務時間 午前８時 分～午
後５時 分
給与 日給７０００円～
必要な免許・資格 普通自動
車免許・整備士資格（相談
に応じます）
休日 第２土曜日・日・祝

広告

呉特別支援学校江能分級

いったことを見聞きした方は、どんなことでもご相

星空映画会実行委員募集
問生涯学習課

における児童ぎゃく待など、あなたの周りでそう

運動会を開催

いじめをはじめとする子どもたちの悩みや家庭内

問星空映画会実行委員（府川）
☎（４０）３０３７

時まで利用できます。

☎０７０（１８７０）０３５５



勤務時間

日㈪〜

30

放課後児童クラブでは、夏

時のうち８時間程度（シフ

す。また、土曜日・日曜日も午前10時から午後５

日㈰に切串小

休み期間中の放課後児童支援

６月

市内の放課後児童ク

ト制、応相談）
勤務地

員を募集しています。
勤務内
 容 留守家庭児童（小

ラブ
募集期間

30

30

31

21

13

学生）に遊びや生活の指導

を行います。

談ください。秘密は厳守します。

㈭
応募条
 件 室内外での遊び等
市内が勤務地となる正社員
の活動、指導が可能な方。
応 募 用 紙 は 、 教 育 委 員 会 、 の求人情報を、広報紙とホー
ムページへ掲載します。詳し
大学生も可能です。
本庁・支所にあります。
くは産業企画課まで☎（４
０）２７７５
募集人員 若干名

同週間中は受付時間を平日午後７時まで延長しま

40

けます。子どもだけでなく、大人もご利用可能です。

今年も７月

同週間中は、受付時間を延長して電話相談を受け付

グラウンド（江田島町切串）

全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間とし、

で星空映画会を行います。

平成28年６月27日㈪から７月３日㈰までの間を、

一緒に盛り上げて下さる方

15分までです。通話料は無料です。

を大募集します！

す。受付時間は、平日午前８時30分から午後５時

内容 映画会開催前のイベン
11

相談「子どもの人権１１０番」を常時開設していま

トの企画運営

キャッチし、問題の解決を支援するため、専用電話

歳～（大人も子

広島法務局および広島県人権擁護委員連合会では、
どもの人権１１０番」へ

対象年
 齢

いじめ・ぎゃく待など、子どもに関する相談は「子

10

～全国一斉強化週間～
問人権推進課 ☎（４０）２７６７

問呉特別支援学級江能分級
☎（４５）５１２０
少人数の学校ですが、みん
なで練習を頑張っています。
皆さんぜひ見に来てくださ
い。なお、雨天の場合は、６
月７日㈫に順延します。（６
月７日が雨天の場合は中止）
日時 ６月４日㈯午前９時
分～ 時
場所 呉特別支援学級江能分
級グラウンド

平成28年6月
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日㈮

いじめや児童虐待、インターネットによるプライバ

シー侵害など、子どもたちが発する信号をいち早く

24

7

供も大歓迎！）

問危機管理課 ☎（４０）２２１８
「子どもの人権１１０番」について

６月

ホームページ見てね！

申込締切

人権シリーズ
消費生活相談ファイル

本人、家族が体験を語り合い、断酒を支援する
場です。専門医師がサポートします。
日時 ６月 20 日㈪午後１時 30 分～３時
場所 江田島公民館

ソーシャルクラブ
（精神障害者社会復帰相談支援事業）
（申し込みが必要）
健康推進課☎（４０）３２４２
日時 ６月６日㈪午前 10 時 30 分～午後２時
場所 大柿公民館
内容 調理実習（噛む噛むクッキング）
歯科衛生士による歯科保健指導
準備物 手拭いタオル、エプロン、現在使用して
いる歯ブラシ
参加費 ２００円（調理実習代）
申込期限 ６月３日㈮
※当日は染め出し剤による、歯みがきチェックを予
定しています。汚れてもよい服装でお越しください。

国保１人当たりの医療費の状況
本市の国保加入者１人当たり医療費（医療費総

額÷被保険者数）は全国平均・県平均を大きく上
回っています。

平成27年12月診療分 国保１人当たりの医療費
江田島市

40,228 円

広島県平均

34,695 円

全国平均

30,020 円
0

10,000

20,000

30,000

40,000

※６月４日から 10 日まで歯と口の健康週間です。
食べたらすぐ歯磨き、虫歯予防を心掛けましょう。

節目年齢歯科健診を受けましょう！ 受診は無料です！！（予約が必要）
問健康推進課☎（４０）３２４２
いくつになっても自分の歯でおいしく食べ、楽しくおしゃべりするには、むし歯や歯周疾患の予防が大切
です。
歯周病の有病率は 20 歳代で約７割、30 ～ 50 歳代では約８割と言われています。
最近では、生活習慣病の一つである歯周病が、心臓や循環器疾患や糖尿病といった他の生活習慣病にも深
く関連があることが明らかになっています。
江田島市では、むし歯や歯周病の早期発見のため、節目年齢の人を対象に無料で歯科健診を実施します。
対象者 市内に住所がある 40・50・60・70 歳の人（平成 28 年４月１日現在）
健診料金 無料です。対象者には、５月中旬に無料受診券を送付しています。
実施歯科医療機関等 無料受診券と同封して送付した資料に記載してあります。
実施期間 平成 28 年６月１日㈬から平成 29 年１月 31 日㈫まで

江田島市地域包括支援センター社協が増設
問地域包括支援センター☎（４０）３５７１
６月１日から、江田島市内に２つ目の地域包括支援センターが増設され業務がスタートします。
それに伴い各センターの担当地区は次のとおりとなりますので、お知らせします。
江田島市地域包括支援センター
担当地区 大柿町
住所 大柿町大原１０６８番地６
☎（４０）３５７１

江田島市地域包括支援センター社協
担当地区 能美町、沖美町、江田島町
住所 能美町鹿川２９１５番地２
☎（２７）８０３３

地域包括支援センターには、保健師や社会福祉士、主任ケアマネジャーが配置され、地域に暮らす人た
ちの介護予防や日々の暮らしを様々な側面からサポートすることを主な役割としています。
高齢者の方やそのご家族、地域住民の悩みや相談を地域包括支援センターが中心となって適切な機関と
連携し解決します。
広報えたじま
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健康

ひろ ば

元気アップ筋トレ教室
（申し込みは不要）


問健康推進課☎（４０）３２４２
興味のある方は、どなたでも参加できます。
（参加費は不要）
講師 林田優子先生（PFA インストラクター）
準備物 運動のできる服装、タオル、お茶
期日

時間

６月２日㈭

６月24日㈮

場所

江田島市スポーツセ

午後１時30分 ンター
～２時30分

江田島市武道館

江田島はつらつ運動教室
（前日までに予約が必要）
問健康推進課☎（４０）３２４２
日常生活の中で取り組める、安全で楽しく効果
的な運動を講義と実技を交えてお伝えします。
日時 ６月 27 日㈪午前 10 時～正午
場所 江田島市農村環境改善センター多目的ホール
内容 自体重運動とインターバル速歩③
講師 健康運動指導士 中山翔太先生
準備物 筆記用具、飲み物、タオル、運動しやす
い室内履き

健康づくりウォーキング（申し込みは不要）
健康推進課☎（４０）３２４２
バードサンクチュアリ、風の広場など、自然に
ふれながら散策しましょう！どなたでもお気軽に
ご参加ください。（雨天中止です）
日時 ６月 28 日㈫午前９時 30 分～
集合場所 市総合運動公園（大柿町飛渡瀬）
コース 鹿川水源地 散策コース
準備物 帽子、タオル、お茶、保険代 30 円

健康相談室（予約が必要）
問健康推進課☎（４０）３２４２
保健師・栄養士が本人、家族、関係者の相談に
応じます。20 歳以上の人なら、どなたでも利用
できます。（当日予約も可）
日時 ６月 22 日㈬午前９時～午後 4 時
場所 大柿保健センター 相談室

献血
問健康推進課☎（４０）３２４２
日時 ６月 26 日㈰
午前 10 時～正午、午後１時 15 分～４時
場所 ゆめタウン江田島店（大柿町飛渡瀬）

心の健康相談（前日までに予約が必要）
問広島県西部保健所呉支所厚生保健課
☎（２２）５４００
日時 ６月 10 日㈮午後１時 30 分～３時
場所 大柿公民館１階第１会議室

アルコール健康相談会（申し込みは不要）
健康推進課☎（４０）３２４２
おすすめメニュー
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江田島学校給食共同調理場

今回のポイント
○江田島市の郷土の味「いりこみそ」は、子どもたちにとても
人気のあるメニューです。
〈いりこみそ〉
熱量
441㎉
○ごはんの友としてはもちろん、生野菜につけて食べてもおい
（全体量）
しいです。
■材料（作りやすい分量） ■作り方
麦粒みそ
（田舎みそ）… 80 ｇ ① ネギは小口切りにする。みそ
水……………… 1/2 カップ は分量の水でといておく。
② 小鍋にちりめん、白ごまを入
ネギ…………………… 10g れて弱火でから煎りをして火を止
ちりめん……………… 20g め、みりん・酒・砂糖・①のみそ
白ごま…………… 小さじ 1 を入れて再び火をつけ、とろみが
砂糖……………… 大さじ 4 つくまで中火以下で煮詰める。
③ ネギを加えて更に煮詰める。
みりん…………… 大さじ 1 ※みそによって塩分量に違いがあ
酒……………小さじ 1、1/2 りますので、加える調味料を加減
してください。
※清潔な容器に入れて冷蔵庫で１～２週間保存が可能です。

⑰ 広報えたじま

平成28年6月

ママの再就職支援相談

子

子育て中のお母さんを対象に、再就職支援相談を実施します。
妊娠・出産・育児のために仕事を辞めたけど、「これからは仕事をしたい！」と思っている人は、ぜひ
お申し込みください。（予約が必要です）
日時 ６月17日㈮午前10時～正午
内容
（１）求人情報の提供
（２）働くことに必要な情報の提供
（３）早期就職に向けた計画的なサポート
相談員 ハローワークくれ（公共職業安定所）職員
相談場所 子育て支援センター（江田島町江南）
申し込み先 ☎（４２）2852

６月の園庭開放

子

市内の保育施設では、園庭開放を実施しています。近くに遊び場や同年齢の遊び相手がいない、子育
てに悩みを抱えている方など、お気軽にご利用ください。なお、行事等で利用できない場合があります
ので、ご利用の際は、直接、各園にお問い合わせください。
日程 毎週㈪～㈮ 午前 10 時～ 11 時（土・日祝日無し）
内容 戸外あそび（雨天の場合は中止）
江田島保育園

☎(42)1629

柿浦保育園

☎(57)2524

切串保育園

☎(43)0213

飛渡瀬保育園

☎(57)2326

宮ノ原保育園

☎(42)1625

認定こども園こよう

☎(42)1626

中町保育園

☎(45)2220

認定こども園のうみ

☎(45)2219

三高保育園

☎(47)0110

認定こども園おおがき

☎(57)2537

図書館
だより
開館時間
午前９時30分～午後７時
※大柿公民館図書室は日曜のみ
午後５時まで

６月の休館(室)日
３館（室）共通の休館（室）日
毎週木曜日（定期休館・室）

江田島図書館
■みんなの広場

「江田島市の歴史を知ろう」
～お話を聞いてみませんか～
日時 ６月４日㈯午前10時～
場所 江田島図書館２階研修室
内容 「江田島市の歴史を知ろう」
お話し
講師 中村博政さん

期日

時間・場所
午前 10 時～ 11 時
津久茂児童館

江田島図書館☎（４２）１４１７
29日㈬（月末整理日）
能美図書館☎（４５）００７５
28日㈫（月末整理日）
大柿公民館図書室☎（５７）３０７１

６月の各館 （室）定例行事案内

６月のミニ図書館

24日㈮（月末整理日）

能美図書館

１日・
15 日㈬

午前 11 時 15 分～正午
切串公民館
午前 11 時～正午
三高会館
午後 2 時 15 分～ 3 時
市民サービスセンター

大柿公民館図書室

■おはなしむら
日時 ６月11日㈯午後２時～
「切り絵を楽しもう！」
内容 絵本の読み聞かせと工作（ダ
日時 ６月４日㈯午後２時～
ンボールで腕時計を作ろう）
場所 能美図書館２階研修室
■かみしばいごや
定員 12人（一般の方のみ）
日時 ６月26日㈰
※事前予約が必要です
午前10時30分～11時
参加費 2００円（材料代）
（第12号）掲載作品募集 内容 かみしばいの上演
■児童文学誌『小鳥』
生活作文（小学３年生まで）、
童話、詩などの児童文学作品を募
集します。
提出期限 ９月30日㈮
■第133回ふれあい広場

広報えたじま

平成28年6月

⑱

子育 て
健 康推進課からのお知らせ
☎（４０）３２４２

ママ♡パパスクール
日時 ６月12日㈰
午前10時～正午
場所 大柿保健センター
内容 赤ちゃんのお風呂の入れ
方、パパの妊婦体験
対象 者 これからママ、パパに
なる人
準備物 母子健康手帳、筆記用具
申込期限 ６月９日㈭
参加費 無料

マタニティスクール
（スキンケア編）
日時 ６月15日㈬
午前10時～正午
場所 大柿保健センター
内容 妊娠中のお肌について
マタニティスキンケア
オイルを用いてケア方法
（実践）について学びます。
講師 ロイヤルセラピスト認定
講師
準備物 母子健康手帳、筆記用具
申込期限 ６月13日㈪
参加費 無料

マタニティスクール
（栄養編）
日時 ６月23日㈭
午前10時～正午
場所 大柿保健センター
内容
・妊 娠中の栄養について（試食
があります）
・赤 ちゃんとお母さんの歯につ
いて
準備物 母子健康手帳、筆記用具
申込期限 ６月20日㈪
参加費 無料
※妊娠や出産について、気になる
ことや心配なことに栄養士、保
健士が相談に応じます。

⑲ 広報えたじま

平成28年6月

ひ ろば
すくすくベビーくらぶ
日時 ６月７日㈫
午前10時～11時30分
場所 三高会館
内容 離乳食教室
準備 物 母子健康手帳、飲み物
（お茶・ミルクなど）
参加費 無料
※希望者には身体計測、健康相
談を行います。

すくすくくらぶ
日時 ６月２日㈭
午前10時～11時30分
場所 江田島コミュニティセンター
内容 歯科衛生士による歯みがき教室
準備 物 母子健康手帳、飲み物
（お茶・ミルクなど）
、ハンド
タオル（口を拭くため）
参加費 無料
※当 日は染め出し剤による、歯
みがきチェックを予定してい
ます。汚れてもよい服装でお
越しください。

食育チャレンジ隊
日時 ６月14日㈫
午前10時～午後１時
場所 能美保健センター
内容 噛む力をアップさせよう！
噛み噛み食づくり
対象者 ２歳以上の幼児と保護者
準備物 エプロン、お茶、タオルなど
申込期限 ６月７日㈫
参加費 １人２００円

食育体験事業
「お魚教室４回シリーズ」
第１回お魚タッチ、稚魚の放流体験
日時 ７月４日㈪午後２時〜
稚魚の放流は午後３時〜
集合場所 さとうみ科学館
対象 子どもと保護者（子どもの
年齢制限無し）
申込期限 ６月27日㈪
準備物 タオル、帽子、お茶、長
靴など

子 育て支援センターからの
お知らせ ☎（４２）２８５２

にこ♡にこ身体計測と
お誕生会
日時 ６月１日㈬・７月１日㈮
午前10時～身体測定
午前11時～誕生会
内容 どんなに大きくなったか
な？身体 計 測 後、誕 生日会を
します。誕 生 月の子どもさん
には、インタビューと写真入り
カードのプレゼントもあります。
準備物 母子健康手帳、タオル

にこ♡にこひろば
にこ♡にこひろば①
日時 ６月９日㈭
午前10時30分～11時30分
内容 「さわって楽しもう」
子どもたちは、何でもさわって
みようとします。その感触は？気
持ちいいかな？不思議かな？
さて、さわってからのお楽し
み・・・・です!!
にこ♡にこひろば②
日時 ６月17日㈮
午前10時30分～11時30分
内容 「親子体操」
講師 牟禮典枝さん
いつも頑張っているお母さん
たち、「親子体操」で体をすっ
きりさせてみませんか？きっと
リフレッシュできますよ♡ジー
ンズ等でなく、動きやすい服装
で参加してくださいね。
準備物 お茶、タオル

にこ♡にこひろば③
日時 ６月21日㈫
午前10時30分～11時30分
内容 「七夕」
 古くから伝わる七夕行事。
 小さなお子さんでも参加で
きる飾りを作り、成長や幸せ
を祈りましょう。
 どんなお願いをするのかな？

◆広島県教育委員会事務局 教職員課

「体罰、セクシュアル・ハラスメント相談窓口」
専用電話☎０８２（５１３）４９１７
☎０８２（５１３）４９１８
☎０８２（５１３）４９１９

◆広島県立教育センター

「体罰・セクハラ等相談ダイヤル」
専用電話☎０８２（４２７）３０７６

…
From the island to the world

これまで地域の方々ととも

る「古鷹山ビオトープ」の観

す。平成 年から学校林にあ

伐などの活動を行っていま

森の手入れ、剪定作業、間

から感謝状を授与されました。

表彰」において、林野庁長官

成

が評価され、環境省から「平

このたび、これまでの活動

熊本地震に係る義援金
募金活動を実施

⑳

平成28年6月

島から世界へ

切串小学校では、「切串緑

に行動したことを地域や後輩

平成 年度野生生物保護功労者表彰
 ～林野庁長官感謝状授与～ 切串小学校
の少年団」（昭和 年結成）

察活動を行い、そこに生息す

今後も引き続き学校全体で

と し て 、 学 校 林 を 活 用 し て 、 たちに発信してきました。

る絶滅危惧種「ベニイトトン

取り組むこととしています。

年度野生生物保護功労者

ボ」や水草などの保護活動を

▲大柿中学校生徒による募金活動の様子

５月８日㈰に、大柿中学校
生徒会が、マックスバリュ大
柿店、藤三大柿店および藤三
江田島ショッピングセンター
の各店頭で募金活動を実施し
ました。この活動で集まった
募金は、中国新聞社事業団を
通じて寄付しました。
また、４月 日㈯にも能美
中学校生徒会が、熊本地震に
おける被災地支援のための募
金活動を校内で実施しました。
この活動で集まった募金は、
後日、日本赤十字社に寄付す
る予定です。

23

28

進めています。

28

だより

会学校教育課では、お子さん
の就学や教育に関する悩みな
ど、随時相談を受け付けてい
ます。
ご相談がありましたら、ま
ずは電話でご連絡ください。

〒737-2213 江田島市大柿町大原５３５番地２
（大柿公民館内）☎（４０）３０３６
※女性の担当者に相談したい場合は、その旨お申し
出下さい。

57

教育委員会

◆江田島市教育委員会事務局 学校教育課

17

体罰、セクシュアル・ハラスメント相談窓口
を設置してい ま す

※パワー・ハラスメントに関する相談も受け付けてい
ます。

広報えたじま

※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/

江田島市教育委員会・広島
県教育委員会では、「体罰、
セクシュアル・ハラスメント
相談窓口」を設置しています。
また、各学校においても、
体罰・セクシュアル・ハラス
メント相談窓口を設置してい
ます。
併せて、江田島市教育委員

体罰、セクシュアル・ハラスメント
相談窓口および教育相談窓口

※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

参加費 ４００円
対象 どなたでも参加できます。
定員 ８人
申込期限 ６月14日㈫まで

■学びの館☎（４２）１１４５
▶催しその１
市民ギャラリー 登地靖徳とゆかい
な仲間達 ペンテルの会
絵画（油彩・水彩）作品を約20
点展示します。色彩豊かな絵画をぜ
ひご覧ください。
期間 開催中～６月26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
和風バスケットを作ろう
着物の端切れを方眼紙に貼って、
バスケットを作ります。和布ならで
はの質感、色や柄を楽しみましょう。
日時 ６月25日㈯午前10時～正午
講師 出石邦子さん
定員 10人
材料費 ３００円
申込期限 ６月20日㈪

■大柿公民館 ☎（５７）３００９
▶催しその１
江田島体験隊！ ～ハーブ摘み～
内容 カモミール・ミント・オレガ
ノなどフレッシュハーブでハーブ
ティーを楽しみます。
日時 ６月14日㈫午前10時～
参加費 無料
定員 10人※定員になり次第締切
申込期限 6月８日㈬
▶催しその２
オカリナ（全6回）
内容 アルトオカリナでの演奏を楽
しみます。
日時 ６月24日、７月１日、８日、
15日、22日、29日いずれも㈮
午前10時～11時30分
講師 西由輝子さん
受講料 １,０００円
申込期限 6月10日㈮

公 民 館 の催し案内

ス作りです。
日時 ７月２日㈯午前９時30分～
講師 柳田政見さん
参加費 ２００円
対象 小学生以上
申込期限 ６月30日㈭

■沖美公民館 ☎（４７）１０００
▶催しその１
野鳥の写真展
内容 環境月間に合わせて、江田島
にいる野鳥の写真展開催。公民館
のバードウォッチング教室参加者
の力作をご覧ください。
日時 ６月１日㈬～６月30日㈭
休日は図書館休館日に準じます。
会場 江田島図書館ロビー
▶催しその２
沖美写真教室③
内容 沖美の風景を写真に収めて未
来へつなげよう。年間講座ですが、
まだ定員に余裕があります。
日時 ６月30日㈭
午後１時30分～３時30分
場所 沖美ふれあいセンター
講師 麻生祥代さん（写真家）
■中町公民館 ☎（４５）５１２３
準備物 カメラ
■江田島公民館☎（４２）００１５
▶催しその１
参加費 年間６００円
▶催しその１
わらいヨガ講座
対象 成人
しつけと金銭教育講座
内容 緑が目にまぶしいこの季節、 定員 10人※定員になり次第締切
内容 現在子育中のお父さん、お母
心も体も笑いヨガで健康になりま
申込期限 ６月28日㈫
さん、幼少期のしつけと金銭教育
しょう。
▶催しその３
について学びませんか。
日時 ６月４日㈯午後１時30分～
バードウォッチング入門教室②
日時 ６月14日㈫
場所 鹿川公民館研修室
内容 「ツバメ博士になろう！」今
午前10時15分～11時30分
講師 田中隆子さん
回は、小学生と大人が一緒にツバ
講師 松岡邦泰さん（金融広報アド
準備物 運動できる服装、お茶、タ
メを観察します。
バイザー）
オル
日時 ７月３日㈰午前９時～正午
参加費 無料
参加費 無料
講師 滝田一郎さん（沖美公民館職員）
対象 どなたでも参加できます。
対象 どなたでも参加できます。
準備物 双眼鏡、図鑑など
定員 20人
定員 30人
参加費 年間300円※この回だけ参
申込期限 ６月10日㈮
申込期限 ６月３日㈮
加児童は20円（保険代）
▶催しその２
▶催しその２
対象 成人・小学生
健康ボディメイク講座
健康ボディメイク教室
定員 20人
内容 健康維持のため、若さを取りも
申込期限 ６月28日㈫
どそう。さあ今日から始めませんか。 内容 自宅でできる簡単ストレッチ
法を教えます。からだの歪みを調整
▶催しその４
日時 ６月23日㈭
し、健康ボディを目指しましょう！
高齢者大学「ふれあい大学」ハーモ
午後１時30分～２時30分
日時 ６月16日㈭午後１時30分～
ニカ教室
講師 林田優子さん
内容 ふれあい大学の新設科として
準備物 運動のできる服装、タオル、 講師 林田優子さん
準備物 運動できる服装・タオル・
ハーモニカを開講します。
飲み物
飲み物
日時 ６月15日㈬〜毎月第１、第３
参加費 無料
参加費 無料
㈬午後１時30分〜３時30分
対象 どなたでも参加できます。
対象 どなたでも参加できます。
場所 沖美ふれあいセンター
申込期限 ６月16日㈭まで
定員 30人
講師 久岡 數史さん
▶催しその３
申込期限 ６月13日㈪
準備物 ハーモニカ
料理講座
▶催しその３
参加費 無料。ただしハーモニカ・
内容 簡単！ひんやりスイーツを作ろう！
簡単おいしい！しそジュース作り教室
教本は受講生が用意
日時 ６月21日㈫午前10時30分～正午
内容 子どもでもおいしく飲める栄
対象 おおむね60歳以上
講師 久保 文子さん
養満点のしその葉を使ったジュー
申込期限 随時受け付け
準備物 エプロン
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ＡＥＤ講習会を開催
日 ㈭ 、「にき歯 科 医

納付のご案内

日本年金機構では、民間業

者へ委託を行い、国民年金保

※納付書を持っていない方か

ら保険料を預かることはあり

ません。

▼保険料を預かった場合は、

ず受け取ってください。

険料を納め忘れの方に対して、 領収証を発行しますので、必

電話、文書、戸別訪問により

民間事業者は、日本年金機

▼振り込め詐欺などにご注意

ます。収納業務の一部を民間

構が発行した納付書により、

納付のご案内や免除などの申

に委託することで低コストで

金融機関やコンビニエンスス

ください

よりよいサービスの提供を目

トアでお支払いをしていただ

請手続きのご案内を行ってい

指しています。

午後９時までの間に電話や訪

土日や祝祭日の午前８時から

願いすることはありません。

Ｍの操作により振り込みをお

め、銀行口座を指定してＡＴ

連 絡 の つ き に く い 方 に は 、 くようご案内します。このた

問する場合があります。

江田島市の民間事業者

日立トリプルウィン（株）

☎０１２０（２１１）２３１

民間業者が戸別訪問し
保険料を預かる場合

▼日本年金機構が発行した顔

写真入りの身分証明書を提示
します。

▼日本年金機構が発行する納

付書をお持ちの方に限り、保

険料を預かることが可能と
なっています。
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４月
院」で、同医院に勤務する職員
人が、万一の場合に備えＡＥ

だより
問 市民生活課 ☎（４０）２７６４・広島南年金事務所 ☎０８２（２５３）７７１０

Ｄを使用した心肺蘇生法の講
習 を受 講しました。１時 間の
講 習でしたが、皆 さん終 始 熱
心に取り組んでいました。
消防本部では、ＡＥＤの取
り扱いや、心肺蘇生法などの
講習を積極的に行っていま
す。
応急手当の講習を希望する
グループや事業所などからの
ご要望をお待ちしています。
・ 番 救
) 急係

☎（４０）０１１９
内(線

ＦＡＸ（４２）３１６４

年金
国民年金保険料のご案内を民間委託しています

25

▶心肺蘇生法講習の様子

61

☎（４５）４７３９

消防つうしん

21

58

1件(5件)

災

火

● 能美出張所

梅雨の季節に備えましょう
６月は、梅雨の季節です。
市内においても大雨や長雨な
どによる被害が予想されま
す。
近年、各地で大きな被害を
もたらしている集中豪雨の特
徴は、局地的に激しい雨が長
時間降る「これまでに経験し
たことのないような大雨」で
す。排水路の清掃や浸水する
場所に土のうを設置するな
ど、被害を防ぐための備えを
万全にしておきましょう。
避難勧告、避難指示を発表
する時は、防災行政無線や車
両による広報等でお知らせし
ます。なお、市から避難情報
が発令されていなくても、テ
レビ・ラジオなどで正しい情
報を把握して、異変があれば
すぐに避難しましょう。

土のうは、梅雨期に本庁、各支所、
消防本部に備蓄し、無料配布しま
す。（数に限りがあります）

救 急 91件(460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

☎（４０）０１１９㈹

平成28年４月１日～30日
● 消防本部・消防署

火災・救急・救助は１１９番

４月16日～５月1５日届け出分

おめでとうございます

すこやか

6 月の当番医

（地区別50音順・敬称略）

「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。

江田島町
きのした
はる み
しんもと
はると
木下 晴海（大原官有地・４月２日） 新本 大翔（宮ノ原・４月 24 日）
ど

て

こと み

ふじむら

あおい

土手 琴心（切串・５月 11 日） 藤村 碧海（宮ノ原・５月 10 日）
能美町
な じま

かいせい

名島 魁成（鹿川・３月 16 日）
大柿町
わたなべ
そ ら
渡邉 蒼空（大原・４月８日）
ご冥福をお祈りします

４月１日～30日届け出分

おくやみ

（地区別50音順・敬称略）

「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。

江田島町
石堂 坂利（小用・75 歳）
岡本 一之（小用・83 歳）
坂本サツヱ（切串・87 歳）
出口みゑ子（大須・85 歳）
中澤 惣一（切串・85 歳）
松岡百合枝（宮ノ原・88 歳）
安井フシノ（小用・97 歳）

大原
沖野
田中
長㟢
平野
三宅

能美町
金山テルヱ（鹿川・99 歳）
久保 俊博（鹿川・92 歳）
出浜
肇（鹿川・93 歳）
福崎 幸夫（中町・83 歳）
室元サダコ（鹿川・85 歳）

木下フジヱ（高田・95 歳）
坂村
勇（中町・95 歳）
德永
敏（高田・95 歳）
丸吉ヨリコ（高田・87 歳）

憲三（宮ノ原・88 歳）
富枝（秋月・72 歳）
正治（中央・52 歳）
貞德（鷲部・79 歳）
牧子（切串・73 歳）
才知（宮ノ原・79 歳）

沖美町
大川 清惠（畑・85 歳）
河原 和枝（岡大王・86 歳）
瀧口久美子（三吉・88 歳）
藤中 忠義（岡大王・89 歳）
森本 道文（岡大王・84 歳）

梶川
進（岡大王・95 歳）
久保河内武（美能・72 歳）
中田 龍雄（畑・62 歳）
松野 時春（畑・90 歳）
吉村 一志（是長・83 歳）

大柿町
大濱 昭子（大君・89 歳）
高祖
勝（大君・67 歳）
長坂
稔（飛渡瀬・91 歳）
槇本 正水（柿浦・90 歳）
山下 和男（大原・83 歳）

沖元 猛司（大原・81 歳）
小道 秀夫（柿浦・86 歳）
濵田 英二（小古江・87 歳）
宮本ミヨコ（大原・89 歳）
山野 龍三（柿浦・61 歳）

平成28年４月30日現在

人口と世帯数 （外国人市民を含む）
男性
4,395
2,572
1,657
3,506

江田島
能 美
沖 美
大 柿
全

体

(前月比)

女性
4,464
2,820
1,671
3,744

計
8,859
5,392
3,328
7,250

世帯数
4,778
2,642
1,795
3,626

12,130 12,699 24,829 12,841
（189）
（13） （202） （244）
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５日㈰

※日程は変更することがあります。
問健康推進課

☎（４０）３２４２

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
吉田病院（江田島町津久茂）
診療時間：午前９時～午後５時

☎（42）1100

12日㈰

幸田医院（大柿町柿浦）
☎（57）2041
診療時間：午前10時～午後５時

19日㈰

長尾医院（沖美町三吉）
☎（47）0204
診療時間：午前10時～午後５時

26日㈰

大君浜井病院（大柿町大君）
☎（57）5678
診療時間：午前10時～午後５時

※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、呉市医師会
休日急患センター等を紹介する場合があります。

６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
７日㈫ 農村環境改善センター
14日㈫ 大柿公民館
21日㈫ 沖美支所
28日㈫ 江田島公民館

￥

市税などの納期限

６月30日(木)

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
（１期・全納）

問税務課

保育料
（６月分）

問子育て支援センター
☎（４２）２８５２

住宅使用料
（６月分）

問都市整備課
☎（４０）２７７３

☎（４０）２７６５

ありがとうございました

寄附

（50音順・敬称略）

ふるさと寄附金として
石崎 秀樹（兵庫県神戸市） 大盛 一郎（神奈川県伊勢原市）
坂元 弘和（神奈川県横浜市） 新島 高幸（埼玉県さいたま市）
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/
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せいかつ

～あなたの生活をサポートします～

〜 We support your life 〜

たぶんかきょうせいそうだんいん

キラリ

そうだん

多文化共生相談員に相談を

Please talk to our coordinator about your problems

え

発行／江田島市
編集／江田島市総務部総務課
秘書広報室
〒７３７ ２３９２
広島県江田島市能美町中町４８５９番地９
☎０８２３（４０）２７６３
０８２３（４０）２０７２

FAX

た じま し

せい かつ

がい こく じん し みん

あん しん

せい かつ

かん きょう

め

えたじま

ざ

江田島市に生活している外国人市民が、安心して生活できる環境を目指し、
せいかつじょう
いっぱんてき
そうだん
こ そだ
ぎょうせい て つづ
そうだん
たいおう
生活上の一般的な相談から子育てをはじめとする行政手続きなどの相談に対応
ご
えい ご
せいつう
そうだんいん
じんけんすいしん か
がつ
はい ち
するため、タガログ語と英語に精通した相談員を人権推進課に４月から配置し
そうだんいん
じ しん
がいこく ご のうりょく
ち しき
けいけん
い
そう
ています。相談員は、自身の外国語能力や知識、これまでの経験を活かし、相
だんしゃ
たち ば
た
しん み
そうだんぎょう む
おこな
き がる
そうだん
談者の立場に立った親身な相談業務を行います。お気軽にご相談ください。
おも

ぎょう む

主な業務
がいこくじんそうだんまどぐち
▶外国人相談窓口      
かいせつ じ かん
げつ
すい
きん
開設時間：月（Monday）・水（Wednesday）・金（Friday）9：00～16：00
せいかつじょう
いっぱんてきそうだん
がいこくじん
たい
かくしゅぎょうせい て つづ
▶生活上の一般的相談、外国人に対する各種行政手続きのサポート
つうやくげん ご
えい ご
ご
通訳言語：英語（English）タガログ語（Tagalog）
と

あ

さき

じんけんすいしん か

お問い合わせ先：人権推進課 ☎（４０）２７６７

多文化共生相談員
前田エルリンダさん

た ぶ ん か きょう せ い そ う だ ん い ん

多文化共生相談員からのごあいさつ
わたし

なまえ

まえだ

え た じ ま し

す

がいこくじんしみん

ぎょうせい

せいかつ

もんだい

いっしょ

かいけつ

私の名前は前田エルリンダ（リン）です。江田島市に住む外国人市民の行政や生活の問題を一緒に解決し
おも

げつようび

すいようび

でんわ

そうだん

きんようび

ごぜん

じ

ご

ご

じ

はたら

わたし

はたら

たいと思います。月曜日、水曜日、金曜日の午前９時から午後４時まで働いています。私が働いているとき
き

う

つ

きがる

でんわ

みな

あ

に来てください。電話での相談も受け付けています。お気軽にお電話ください。皆さまにお会いできるのを
たの

ほっとひといき

広報えたじま５月号でご紹介し

ましたが、江田島市では今年度か

ら、４人の地域おこし協力隊員を

任命し、
それぞれ移住促進、オリー

ブ振興、スポーツ振興など地域活

性化に向けて取り組んでいきます。

今後も活動状況については、随

時、広報紙でも取り上げていきた

い と 思 っ て い ま す が、 隊 員 ら の

日々の活動などタイムリーな話題

を「ｆａｃｅｂｏｏｋ」に投稿し

ています。
興味のある方はぜひ「江

田島市地域おこし協力隊」で検索

私 た ち が 知 ら な い「 江 田 島 市 」

してみてください。

が見えてくるかもしれません♪

「広報えたじま」は、ホームページでご覧になれます。

http://www.city.etajima.hiroshima.jp

楽しみにしています。
English
I am Maeda Erlinda (Lyn) for short.
To all foreigners in Etajima, I’m glad to help you with any problems in administration or in life.
Please come here when I am working. I work on every Monday, Wednesday and Friday. I work
from 9:00 am to 4:00 pm. You can also call me. So, please feel free to call me at 0823-40-2767
Thank you very much, I hope to meet you soon.
Tagalog
Ako po si Maeda Erlinda (Lyn ) for short.
Sa lahat po ng taga ibang bansa lalu na sa mga Filipino na nandito sa Etajima.
Nais po naming kayong tulongan sa problema ninyo sa buhay- buhay at iba pang mga
problema. Sana makatulong kami sa inyo, Ang araw ng aking trabaho ay Lunes, Miyerkules
at biyernes. Ang oras ng pasok ay 9:00 am to 4:00 pm. Pwede din po kayong tumawag sa
telepono, 0823-40-2767. Kung ano man po ang problema tawag po kau.
Maraming salamat po, Sana makatulong po kami sa inyo.

今月の 表紙
４月 28 日㈭、江
田島市農村環境改善
センターで開催され
た「えたじまんのつ
どい 全 体 会 」の 様
子です。
詳しくは５ペ ー
ジをご覧ください。

