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）
こと み

ふじむら

あおい

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。

日 ㈭ 、「にき歯 科 医

21

ＡＥＤ講習会を開催

４月

人が、万一の場合に備えＡＥ

25

院」で、同医院に勤務する職員

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。

年金
だより
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

広報えたじま

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。

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/

連 絡 の つ き に く い 方 に は 、 くようご案内します。このた

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）

応急手当の講習を希望する

（50音順・敬称略）

め、銀行口座を指定してＡＴ

寄附

土日や祝祭日の午前８時から

ありがとうございました

グループや事業所などからの

問都市整備課
☎（４０）２７７３

Ｍの操作により振り込みをお

住宅使用料
（６月分）

1件(5件)

救 急 91件(460件)
※かっこ内は平成28年１月
からの累計

問市民生活課☎（４０）２７６４・広島南年金事務所☎０８２（２５３）７７１０
午後９時までの間に電話や訪

問子育て支援センター
☎（４２）２８５２

ご要望をお待ちしています。

保育料
（６月分）

☎（４０）２７６５

災

国民年金保険料のご案内を民間委託しています

願いすることはありません。

問税務課

火災・救急件数

火

☎（４５）４７３９

問する場合があります。

平成28年6月

市県民税
（１期・全納）

☎（４０）０１１９

 広報えたじま

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。

江田島市の民間事業者

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

６月30日(木)

日立トリプルウィン（株）

体

(前月比)

世帯数
4,778
2,642
1,795
3,626

市税などの納期限

61

☎０１２０（２１１）２３１

全

計
8,859
5,392
3,328
7,250

￥

58

民間業者が戸別訪問し
保険料を預かる場合

江田島
能 美
沖 美
大 柿

女性
4,464
2,820
1,671
3,744

■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

▼日本年金機構が発行した顔

男性
4,395
2,572
1,657
3,506

６月の相談

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）

写真入りの身分証明書を提示

人口と世帯数 （外国人市民を含む）

※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。

します。

平成28年４月30日現在

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

▼日本年金機構が発行する納

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）

26日㈰

付書をお持ちの方に限り、保

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）

長尾医院（沖美町三吉）
☎（47）0204
診療時間：午前10時～午後５時

険料を預かることが可能と

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）

19日㈰

なっています。

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）

幸田医院（大柿町柿浦）
☎（57）2041
診療時間：午前10時～午後５時

・ 番 救
) 急係

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）

☎（42）1100

12日㈰

● 能美出張所

火災などのお問い合わせは☎（４２）３１１９へ

内(線

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）

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）

吉田病院（江田島町津久茂）
診療時間：午前９時～午後５時

ＦＡＸ（４２）３１６４

大原
沖野
田中
長㟢
平野
三宅

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

▶心肺蘇生法講習の様子

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）

消防つうしん

☎（４０）３２４２

平成28年４月１日～30日

梅雨の季節に備えましょう

て

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

問健康推進課

☎（４０）０１１９㈹

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。

ど

５日㈰

※日程は変更することがあります。

● 消防本部・消防署

平成28年6月



