
【緊急事態宣言】各公共施設状況 

 

〇緊急事態宣言の発令に伴い，次のとおり市の公共施設を閉館します。 

〇一覧については令和３年５月１４日１７：００時点の情報です。今後変更の予定があります。 

〇やむを得ず会議等を開催する際は各問合先に連絡してください。 

 

施設名 開館等の状況 問合先 

切串公民館 

（貸館） 

５月１６日～５月３１日 

・閉館 

〒737-2111 

江田島町切串三丁目 18番 3号 

電話 0823(43)0001 

大須公民館 

（貸館） 

〒737-2113 

江田島町大須一丁目 1番 6号 

電話 0823(43)0401  

江 田 島 市 民 セ ン タ ー 別 館

（旧江田島公民館） 

〒737-2122 

江田島町中央一丁目 3番 21号 

電話 0823(42)0015  

能美市民センター 

（貸館） 

〒737-2301 

能美町中町 4859番地 9 

電話 0823(40)2777 

沖美市民センター 

（貸館） 

〒737-2393 

沖美町畑 995番地 

電話 0823(48)0211 

大柿市民センター 工事のため令和 2 年 10 月 1

日より当面の間休館 

 

 

鷲部交流プラザ  

（貸館） 

 

５月１６日～５月３１日 

・閉館 

〒737-2133 

江田島町鷲部二丁目 13番 1号 

電話 0823(42)0554  

秋月交流プラザ 

（旧秋月公民館） 

（貸館） 

〒737-2131 

江田島町秋月二丁目 6番 3号 

電話 0823(42)0230 

宮ノ原交流プラザ 

（貸館） 

〒737-2124 

江田島町宮ノ原二丁目 21番 1号 

電話 0823(42)0047 

鹿川交流プラザ 

（貸館） 

〒737-2302 

能美町鹿川 3126番地 1 

電話 0823(45)2001 

高田交流プラザ  

（貸館） 

〒737-2303 

能美町高田 3355番地 5 

電話 0823(45)2105  

三高交流プラザ 

（貸館） 

〒737-2316 

沖美町三吉 2776番地 10  

電話 0823(47)0211  



施設名 開館等の状況 問合先 

深江交流プラザ  

 

５月１６日～５月３１日 

・閉館 

〒737-2214 

大柿町深江 845番地 4 

寄涛集会所 〒737-2213 

大柿町大原 6176番地 28  

電話 0823(43)1637 (地域支援課) 

内海集会所 〒737-2101 

大柿町飛渡瀬 3023番地 13  

電話 0823(43)1637 (地域支援課) 

大盤集会所 〒737-2101 

大柿町飛渡瀬 4027番地 2  

電話 0823(43)1637 (地域支援課) 

坊地集会所 〒737-2211 

大柿町柿浦 2624番地 10  

電話 0823(43)1637 (地域支援課) 

引島集会所 〒737-2211 

大柿町柿浦 2723番地 56 

電話 0823(43)1637 (地域支援課) 

楠田集会所 〒737-2211 

大柿町柿浦 176番地 1  

電話 0823(43)1637 (地域支援課) 

宮ノ原隣保館 〒737-2124 

江田島町宮ノ原二丁目 21番 1号 

電話 0823(42)4620 

鹿川文化センター  

 

〒737-2302 

能美町鹿川 3126番地 1 

電話 0823(45)2301 

三高会館 〒737-2316 

沖美町三吉 2633番地 9 

電話 0823(47)0112 

大柿厚生文化センター  

 

〒737-2211 

大柿町柿浦 2579番地 4 

電話 0823(57)2071 

江田島図書館  

 

貸出：電話やＷＥＢ予約 

のみ対応 

返却：返却ＢＯＸ等で対応 

〒737-2133 

江田島町鷲部二丁目 13番 1号 

電話 0823(42)1417 

能美図書館  〒737-2301 

能美町中町 3374番地 12 

電話 0823(45)0075  

 

大柿図書室 

 

工事のため令和 2 年 10 月 1

日より当面の間休館 

 

 



施設名 開館等の状況 問合先 

学びの館  

 

５月１６日～５月３１日 

・閉館 

〒737-2122 

江田島町中央一丁目 3番 23号 

電話 0823(42)1145 

大柿地区歴史資料館・灘尾記念

文庫 

〒737-2213 

大柿町大原 1068番地 6 

電話 0823(57)6420 

大柿自然環境体験学習交流館 

（さとうみ科学館） 

〒737-2214 

大柿町深江 1073番地 1 

電話 0823(57)2613 

江田島市スポーツセンター 

５月１６日～５月３１日 

・閉館 

〒737-2301 

能美町中町 3699番地 2 

電話 0823(45)5460 

江田島市総合運動公園  

 

〒737-2101 

大柿町飛渡瀬 1234番地他 

 電話 0823(57)7789 

江田島市武道館  

 

〒737-2122 

江田島町中央一丁目 8番 31号 

 電話 0823(43)1902 

秋月体育館  

 

〒737-2131 

江田島町秋月二丁目 49番 54号 

電話 0823(43)1902 

切串体育館 〒737-2111 

江田島町切串一丁目 11番 2号 

電話 0823(43)1902 

大君体育館  

 

〒737-2212 

大柿町大君 862番地 2 

電話 0823(43)1902 

飛渡瀬体育館 〒737-2101 

大柿町飛渡瀬 1633番地 3 

電話 0823(43)1902  

柿浦体育館  

 

〒737-2211 

大柿町柿浦 1508番地 1 

電話 0823(43)1902 

江田島公園 

 

５月１６日～５月３１日 

・有料施設の利用中止 

〒737-2121 

江田島町小用一丁目 7100番地 1他 

電話 0823(43)1902 

能美運動公園  

 

〒737-2302 

能美町鹿川 2041番地 5他 

電話 0823(43)1902 

鹿田公園 〒737-2313 

沖美町是長 1517番地 2他 

電話 0823(43)1902 



施設名 開館等の状況 問合先 

美能グラウンド公園 
５月１６日～５月３１日 

・有料施設の利用中止 

〒737-2314 

沖美町美能 833番地 5他 

電話 0823(43)1902 

Uminos Spa & Resort 

(旧サンビーチおきみ) 

・宿泊は通常通り 

・日帰りの食事・入浴・宴会

の営業時間は２０時まで 

〒737-2313 

沖美町是長 1433番地 2 

電話 0823(49)1515  

真道山森林公園 

（真道山キャンプ場） 

５月１６日～５月３１日 

・閉館 

〒737-2301 

能美町中町 3420番地 1 

電話 0823(45)5271 

ふるさと交流館 

（江田島市観光協会） 

〒737-2122 

江田島町中央一丁目 3番 10号 

 電話 0823(42)4871 

江田島コミュニティセンター 

（貸館） 

５月１６日～５月３１日 

・閉館 

〒737-212 

江田島町小用二丁目 17番 1号 

電話 0823(42)0104 

江南ふれあいセンター 

 

〒737-2132 

江田島町江南二丁目 8番 22号 

電話 0823(42)1111 

わくわくセンター 

（旧農村環境改善センター） 

〒737-2302 

能美町鹿川 2011番地 2 

電話 0823(43)1642 (農林水産課)  

奥多目的集会所 〒737-2316 

沖美町三吉 2014番地 

電話 0823(43)1642 (農林水産課) 

高祖多目的集会所 〒737-2315 

江田島市沖美町高祖 146番地 20 

電話 0823(43)1642 (農林水産課) 

沖美ふれあいセンター 

（貸館） 

〒737-2314 

沖美町美能 833番地 5 

電話 0823(47)1000 

矢ノ浦老人集会所 

５月１６日～５月３１日 

・閉館 

〒737-2122 

江田島町中央五丁目 1番 27号 

電話 0823(43)1651 

幸ノ浦老人集会所 〒737-2112 

江田島町幸ノ浦二丁目 12番 7号 

電話 0823(43)1651 

大須老人集会所 〒737-2113 

江田島町大須一丁目 1番 6号 

電話 0823(43)1651 

小用老人集会所 〒737-2121 

江田島町小用一丁目 8番 17号 

電話 0823(43)1651 



 

 

施設名 開館等の状況 問合先 

美能老人集会所 

５月１６日～５月３１日 

・閉館 

〒737-2314 

沖美町美能 944番地 5 

電話 0823(43)1651 

飛渡瀬老人集会所 〒737-2101 

大柿町飛渡瀬 322番地 2 

電話 0823(43)1651 

柿浦老人集会所 〒737-2211 

大柿町柿浦 1964番地 6 

電話 0823(43)1651 

小古江老人集会所 〒737-2215 

大柿町小古江 703番地 2 

電話 0823(43)1651 

大原老人集会所 〒737-2213 

大柿町大原 1118番地 2 

電話 0823(43)1651 

大君ふれあいプラザ 〒737-2212 

大柿町大君 608番地 4 

電話 0823(43)1651 

大柿老人福祉センター 〒737-2213 

大柿町大原 1068番地 6 

電話 0823(43)1651 

東浜上集会所 〒737-2302 

能美町鹿川 4662番地 

電話 0823(43)1647 (都市整備課) 

南区住宅団地集会所 〒737-2303 

能美町高田 3782番地 1 

電話 0823(43)1647 (都市整備課) 

フウド 〒737-2312 

沖美町畑 997番地 2 

電話 0823(69)8288 


