お
知らせ

お早めに手続きを

福祉医療受給者証の更新

問中国海技学院
☎０８２（２５５）８７０５
小型船舶の更新と期限切れ
の講習を行います。
日時 ７月 日㈰
午後１時 分～
場所 大柿公民館
持ってくるもの
○操縦免許証（海技免状）
※記載事項に変更がある場合
は、本籍記載のある住民
票１通
○写真２枚（ ㎝× ㎝）
○筆記用具
○認印（紛失・期限切れの場合）
申込方法 電話で同学院へ。

海技免許証更新講習

子どもと高齢者の交通事故防
止
運動の重点
①全ての座席のシートベルト
とチャイルドシートの正
しい着用の徹底
②自転車の安全利用の推進
③飲酒運転の根絶

教 育 委 員 会 ☎（４０）３０３５㈹
議 会 事 務 局 ☎（４２）６３１０
企 業 局 水 道 ☎（４２）３３１１
交 通 事 業
☎０８２（２５１）
９２９１

広島県夏の
交通安全運動を実施



購入した人
対象機器 コンポスト処理容
器・ＥＭ菌専用処理容器・ミ
ミズ利用処理容器・電気式生
ごみ処理機
※１世帯につき１基まで。
補助金額 購入費用の２分の
１を補助し、容器の種類に
よって限度額があります。
コンポスト処理容器
…限度額３０００円
ＥＭ菌専用処理容器
…限度額１３００円
ミミズ利用処理容器
…限度額１万５０００円
電気式生ごみ処理機
…限度額２万円

江田島市役所 ☎（４０）２２１１㈹
江 田 島 支 所 ☎（４２）１１１１㈹
沖 美 支 所 ☎（４８）０２１１㈹
大 柿 支 所 ☎（５７）３０００㈹
福 祉 事 務 所 ☎（４０）３１７７㈹
にこ♡にこハウス（子育て支援センター）
☎（４２）２８５２

更新申請に必要なもの
○印鑑
○健康保険証
○身体障害者手帳か療育手帳
（重度の人のみ）
○平成 年１月１日現在で市
内に住んでいなかった場
合は、平成 年分の所得
状況が分かるもの

生ごみ処理機購入費の
一部を補助しています
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問環境課☎（４０）２７６８
一般家庭から出される生ご
みの減量化と資源化を進める
ため、次のとおり生ごみ処理
機購入費の一部を補助してい
ます。詳しくは、環境課へお
問い合わせください。
補助対象者 市内に住んでお
り、市内の店舗で対象機器を
問危機管理課
☎（４０）２２１８

７月 日㈰から 日㈫まで
の 日間、広島県夏の交通安
全運動が行われます。
運動の基本
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問保健医療課
☎（４０）３２４７
現在お使いになっている福
祉医療（重度心身障害者・ひ
とり親家庭等）の受給者証の
有効期限は、平成 年７月
日です。有効期限内に、福祉
事務所・本庁・各支所・出張
所などで更新手続きをしてく
ださい。

参加者募集中

日本サッカー協会公認
キッズリーダー養成講習会

申込先
〒７３０ ―８５８６（住所不
要）広島市企画調整部内・広
島広域都市圏形成懇談会事務
局・ ０８２（５０４）２０
２９

バスの車内事故を
防ぐために
☎（４５）５３６３

サマーフェスタ江田島２０１０

ときは、バスが停留所で完全
に止まってから席をお立ちく
ださい。
また、運行の際は安全運転
を心がけていますが、やむを
得ず急ブレーキをかける場合
があります。車内でお立ちに
なっている場合は、吊革や握
り棒にしっかりつかまり、車
内事故防止にご協力ください。

⑱
平成22年７月
広報えたじま
平成22年７月

⑲ 広報えたじま
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７月31日㈯午後１時30分～
（沖美ふれあいセンター・沖美町美能）
安全・安心まちづくり宣言や暴力追放宣言の
採択、犯罪情報官の講演や寸劇などを行いま
す。
問危機管理課☎（４０）２２１８

3.5

問サマーフェスタ江田島実行委員会事務局
海上自衛隊第１術科学校広報係
☎（42）1211（内線2016）
江田島支所☎（42）1111

問江田島バス㈱

安全・安心まちづくり市民のつどい

18

今回は花火大会を行いませんの
で、ご了承ください。

ご注意

11
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７月24日㈯ 午後６時50分
（江田島町切串・長谷川付近）
川に浮かべた麦わら船が幻想的な光景を造り
問実行委員会（初島）☎（43）0312
ます。

4.5

８月３日㈫午後４時～（雨天の場合４日㈬)
（海上自衛隊第１術科学校・江田島町中央）
内容 スタンプラリー（市特産品が抽選で当た
ります）、ペットボトルロケット体験、江田島
湾クルーズ（体験操縦あり）、海上自衛隊音楽
隊演奏、盆踊り（一般参加）、特産物夜店など
※会場内に無料の駐車場が800台分あり。
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FAX

走行中のバス車内での事故
を防ぐため、「車内事故防止
キャンペーン」を７月１日か
ら７月 日まで実施していま
す。走行中に席を離れると、
転倒など思わぬけがをする場
合があります。バスを降りる

おかげんさん

問企画振興課

７月17日㈯ 午前10時～（雨天中止）
（タカノス交流広場・江田島町切串）
問農林水産課 ☎（４０）２７７０

場所 広島広域公園第一球技
場（広島市安佐南区大塚西）
対象者 スポーツを通じて子
どもたちに接する機会のある
人（保護者、小学校の教諭、
保育士など）
※経験の有無は問いません。
募集人数 １００人（申込者
多数の場合は抽選）
参加費用 １０５０円
申込方法 はがきかファック
スで、参加者の郵便番号、住
所、氏名（ふりがな）、生年
月日、年齢、電話番号を記入
し、８月 日㈫（消印有効）
までに申し込んでください。
※参加者の情報は、講習会開
催にかかわることにのみ
使用します。

７月18日㈰・19日㈷（旧大君小学校隣）
「海まつり」と題してイベントを行う予定で
す。
問海生交流都市開発協議会
（江田島市建設業協会内）☎（５７）２５８７
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☎（４０）２７６２

広島広域都市圏形成懇談会
（本市など 市２町で構成）
では、サッカー指導者（キッ
ズリーダー）を養成する講習
会を行います。
日時 ８月 日㈯
午前９時～正午

えたじま地産地消市場
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７月６日㈫ 午後１時30分～
（市農村環境改善センター・能美町鹿川）
「社会を明るくする運動」は、過ちから立ち
直る手助けを社会全体で取り組み、犯罪や非行
のない明るい社会を築こうとする全国的な運動
です。当日は、小学校児童による演舞や演奏、
ビデオ上映などがあります。
問社会福祉課☎（４０）３１７７㈹

21

江田島ふるさと市場・７月のイベント

問社会福祉課☎（４０）３１７７㈹
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６月から子ども手当の支給が始
まっています。
こんな人は急いで手続きを！
○今年４月以降に転入した・子
どもが生まれた
○対象になる児童がいるが、昨
年児童手当を受
けていない
○平成７年４月２日～平成９年
４月１日生まれ
の子どもがいる
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７月31日㈯ 午後５時～（小用みなと公園）
問えたじまポートプラザ協議会事務局

（江田島市商工会）☎（４２）０１６８

えたじまポートプラザ

手続きを忘れていませんか？

子ども
手 当
江田島市大会
社会を明るくする運動

