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今月の表紙
12月19日㈯に三高小学校
の体育館で行われたしめ縄
づくり。同校の児童や地域
の住民など約50人が参加し、
新年を迎える準備をしまし
た。

今月の内容
新春対談・江田島市をよりよいまちに…Ｐ２～３
航路乗降調査結果をお知らせ…………Ｐ４～５
申告あれこれ……………………………Ｐ６～７
農業委員会からのお知らせ……………Ｐ８～９
まちの話題………………………………Ｐ10～11
江田島消防つうしん…………………………Ｐ12

人権シリーズ・年金だより…………………Ｐ13
お知らせ…………………………………Ｐ14～16
おすすめメニュー・消費生活相談など………Ｐ17
福祉保健行事……………………………Ｐ18～19
教育委員会だより………………………Ｐ20～21
図書だよりなど…………………………Ｐ22～23

昨年を振り返って
市長 昨年を一文字で表すと、
混迷したという意味で「迷」
という字が思い浮かびます。
国でも地方でもいろいろなこ
とが起こり、思い迷うという
部分があったと思います。議
長さんはどうですか？
議長 今年はたまたま毎年募
集している「今年の一文字」
に応募したのですが、「不」
にしました。不安、不信、不
明…先行きが見えない状態と
して、この文字を選びました。
市長 いずれにしても、激動
の１年であったことは間違い
ありません。国では政権交代
があり、広島県においても湯
崎知事が昨年 月に就任しま

市長 今年はいろいろな会合
に顔を出し、じかに目で見て
耳で聞いて、感じるものを得
たい。先日、商工会青年部の
皆さんと話をする機会があり
ましたが、「そんな考えが
あったのか」と私では思いつ
かないアイデアを聞けました。
先行きが不透明な今だからこ
そ、「夢」を語る姿勢が必要
です。その中から、必ず本物

味がない」と思わず、いろい
ろなアイデアを出していく中
で、実のあるものができれば
いいですね。
市長 江田島市へＩターンし
た人に聞いたのですが、「こ
の島では子どもたちだけで遊
ぶことができる。以前住んで
いた所ではなかなかそうはい
かない」と言っていました。
ほかの所では貴重なことも、
私たちからしたら当たり前だ
と思っていて見逃しているこ
とがあるのではないでしょう
か。
議長 課題としては、少子高
齢化を一番心配しています。
江田島市に住めるような環境
を整えなければなりません。
市長 少子高齢化・人口減少

会や老人クラブ、女性会、そ
になるものが出てくると思い
のほかにもたくさんあります。 ま す 。 若 い 人 だ け で は な く 、
行政と地域とが協力して活動
いろんな人の意見を聞く機会
で き る 下 地 は あ り ま す か ら 、 を持ち、実行に移す。そうい
情報を共有して市民の皆さん
う１年にしたいですね。
と一緒にまちづくりを進めて
議長 私としては今年だけの
いきたいですね。
ということではありませんが、
議会改革の一つとして議会基
本条例について勉強していき
今年の抱負
たい。この条例は、主に議会
の基本理念や役割、権限、基
本事項などを規定し、議会の
あり方について議会自らが定
めるものです。任期中に勉強
を重ね、議員全員で取り組め
るようにしていきたいですね。
市長 江田島市がよりよいま
ちになるよう、これからもお
互いに頑張っていきましょう。
議長 はい、今年も頑張りま
しょう。

した。その動向は、常に注視
活かした新しい産業を起こす
しておかなければなりません。 にしても、財源が限られてい
議長 そうですね。
る中でお金をどんどん使って
市長 これから新しい制度や
というわけにはいきません。
仕組みが作られるでしょうが、 民間や地域の活力を活かして、
その流れに乗り遅れないよう
バランスよく進めることが大
にしなければ。逆に、私たち
事です。
が国や県の先を行く考え方を
議長 市長の言われるように、
持たなくてはならないと思い
海はアピールすべきところだ
ます。
と思います。今は日帰りでの
イベントがありますが、将来
的に島へ一泊して楽しむくら
江田島市の強み・課題
いのものができれば。ある島
では年に一度参加者が泊り込
んでのトライアスロン大会を
開催していますが、そんな感
じのイベントがあってもいい
のではないでしょうか。要は
どうやったら人が来てくれる
か。「そんなのは無理だ・意
市長 江田島市の強みはなん
と言っても自然。特に島とい
うことで海に囲まれているの
で、海が一番ＰＲできると思
います。しかし正直な所、う
まく活かせていないのが現状
ではないでしょうか。自然を

をどう食い止めるか。簡単に
とが必要。そのために、まず
はいかない状況にありますが、 は情報を積極的に公開するこ
島内に働く場を確保すること
とに力をいれるべきだと思い
が、人口減に歯止めをかける
ます。
方法の一つではないかと思い
市長 情報を公開するときは、
ます。
しっかり相手に伝わるように
しなければ。なんのことか分
からない文章や図を示したの
協働のまちづくり
では、結局市民の皆さんには
伝わりません。まだ、情報を
うまく伝えきれていない部分
があると思います。もう少し、
私たちが知恵を出さなければ
いけません。
議長 そのとおりですね。
「そういうことなら、やって
みよう」と皆さんに思っても
らえるような工夫をしなくて
はならないと思います。
市長 江田島市は地域の組織
がしっかりしています。自治
市長 協働のまちづくりを進
める上で、行政と市民との関
係で言えば「対等」であるこ
とが前提だと考えています。
真に地域に必要なものは何か
を見極めることができて、は
じめてお互いが対等な形で物
事を進めることができるので
はないでしょうか。
議長 協働のまちづくりを成
すためには、当然ながら市民
の皆さんに参加してもらうこ
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先行きが不透明な今だから
こそ、「夢」を語る姿勢が
必要。
「やってみよう」と皆さん
が思えるよう、情報をしっ
かり伝えなければ。

年頭に当たり、田中 達美市長と上田 正市議
会議長に、今年の抱負などについて伺いました。
（進行・取材：秘書広報室）

江 田島市を
よりよいまちへ
新春
対談

三高・大須～宇品（フェリー）
１日16便・運賃620円
（大人）※大須は１日
６便・運賃500円
乗船者数 1，448人
回答者数 751人
回収率 51.9%

地域公共交通総合連携計画を皆さんにより深く知ってもら
うため、航路乗降調査結果のほかに計画策定に向けて行っ

○居住地は48.6%が沖美町、26.6%が広島市内だった。能美町は6.9％、
江田島町は2.3％、大柿町は1.2％であった。
○利用目的は通勤が39.5%で最も多く、次いで業務利用が11.8%、通学
が11.2％、通院が11.5%となった。
○運賃、運航時間帯、運航便数に関する満足度が特に低かった。

た各種調査結果などを、４回シリーズでお伝えします。
江田島市公共交通協議会シリーズ

航路乗降調査結果を
お知らせします～宇品方面の航路編～

【満足度】
航
航

問企画振興課企画係

調査の概要

③

調 査 日
調査項目

平成21年９月29日㈫
性別、年齢層、居住地域、利用目
的、移動手段（乗船前、乗船後）、
利用頻度、満足度など
調査方法 乗船時に調査票を配布し、下船時
に回収

④
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○居住地は58.1%が江田島町、24.7％が広島市内だった。大柿町は3.5％、
能美町は0.3％、沖美町は0.2％であった。
○利用目的は通勤が42.1%で最も多く、次いで業務利用が21.1%、通学
が8.0%、買い物・レジャーが7.3％となった。
○満足度は各項目とも比較的高いが、運賃やバス等との乗り継ぎの項目
が他と比べて低かった。

切串～宇品（フェリー）
１日31便
運賃450円（大人）
乗船者数 2，087人
回答者数 1，099人
回収率 52.7%

【満足度】

☎（４０）２７６２

市が今年度策定する地域公共交通総合連携計画の参考資
料とするために、平成21年９月下旬から10月上旬に行った
航路乗降調査の結果をお知らせします。
調査結果は、今月号と来月号の２回に分けて掲載します。
今回は、9月29日㈫に市内と宇品港（広島市）を結ぶ航路
（フェリー・高速船）の調査結果です。

○居住地は45.4%が能美町、次いで21.3％で大柿町。沖美町は8.2%、江
田島町は1.4%であった。
○利用目的は通勤が44.5%と最も多く、次いで通学が26.6%、通院が7.0
％、買い物・レジャーが5.3％となった。
○運賃に関する満足度が特に低く、運航便数や運航時間帯も低かった。

中町・高田～宇品（高速船）
１日20便
運賃1，030円（大人）
乗船者数 1，651人
回答者数 1，270人
回収率 76.9%

【満足度】
航

航

航

航
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小用・切串～宇品（高速船）
1日20便・運賃1，030円
（大人）※切串は1日
２便・運賃900円
乗船者数 471人
回答者数 380人
回収率 80.7%

○居住地は54.2%が江田島町、25.8％が広島市内だった、大柿町は6.3

中町・高田～宇品（フェリー）
１日６便
運賃620円（大人）
乗船者数 524人
回答者数 294人
回収率 56.1%

%、能美町は0.3％で沖美町の利用者はいなかった。
○利用目的は通勤が52.3％で最も多く、次いで通学が21.4%、買い物・
レジャーが8.1％、業務利用が6.5％となった。
○所要時間に関する満足度は高いが、運賃に関する満足度が低かった。

り、江田島町は1.1%であった。
○利用目的は通勤が31.0%と最も多く、次いで通院が22.0%、通学が11.9
%、業務利用が10.4％となった。
○運航便数・運間帯、運賃、バス等の乗り継ぎの満足度が特に低かった。
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○居住地は53.4%が能美町、11.2％が大柿町、7.1％が沖美町となってお

【満足度】

【満足度】

⑤

vol.１

⑥

④

申告
あれ こ れ

今年も申告の季節がやってきます。広島市の特設会場では、
還付申告（払いすぎた税金が返ってくる申告）を１月から受け
付けていますので、ご利用ください。
なお、江田島市での申告相談は２月 日以降となります。詳
しくは、広報２月号でお知らせします。

還付申告の相談をアクアホールで開催
問広島南税務署 ☎０８２（２５３）３２８１

・住宅取得資金に係る借入金
の年末残高等証明書
・ 給 与 所 得 の 源 泉 徴 収 票 原(
本 な)ど

給与支払報告書は早めの提出を！

支払報告書を提出する必要が
あります。税務課市民税係へ

平成 年１月１日現在、江
田島市に居住している人に対
して、平成 年１月～ 月に
給与を支払った場合は、２月
１日㈪までに江田島市へ給与

総括表を必ず使ってください。
※特別徴収：事業所などの給
与支払者が、従業員の住民税

ください。また、特別徴収義
務者は、本市が送付した指定

記入は正確に！
給与支払報告書に誤りがあ
ると、適正な課税ができませ
ん。氏名やフリガナ・生年月
日はもれなく正確に記入して

☎（４０）２７６５

早めにご提出ください。
○対象者別に特別・普通徴収
を区別してください。

問税務課市民税係

○支払いを受けた人の住所地
が本市以外の場合は、当該
市区町村へご提出ください。

を月の給与から差し引いて江
田島市に納める方法【６月か
ら翌年５月の 回差引払】
※普通徴収：個人で住民税を
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―

―
○

―

―
○

―

○
○

○

○
○

―

―
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
通所介護（デイサービス）
介護予防通所介護（デイサービス）
認知症対応型通所介護（デイサービス）
介護予防認知症対応型通所介護（デイサービス）
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
短期入所生活介護（福祉系のショートステイ）
介護予防短期入所生活介護（福祉系のショートステイ）

○

―

―
○

―

×
○

―

×
○

×

×

－

日㈮（土・日・祝日を除く）

日㈭～２月

－

自宅やオフィスからイン
ターネット（ｅ Ｔａｘ）を
利用して、申告（所得税・法

せするとともに、確定申告す
るときに社会保険料控除証明

受付時間
午前 時～午後４時
場所 アクア広島センター街

○

－

・災害や盗難にあった場合
・年の途中で退職し、再就職
人税・消費税・酒税・印紙
税）・法定資料の提出・納税
（全税目）・申請・届出など
平成 年中に国民健康保険
税・後期高齢者医療保険料・

書として利用できます。
なお、今回の通知書には特
別徴収額（年金天引きにより

江田島市に納める方法【６・
８・ ・ 月の４回払】

お、この相談では税理士の指
導による給与・年金などの所
得税の還付申告（譲渡所得を
していない場合
・特定の寄付をした場合
・年末調整をしなかったり、
ができます。
ただし、ｅ Ｔａｘを利用
するときは、事前に利用開始
介護保険料を普通徴収（納付
書または口座振替）で納付し
た額をお知らせする「納入済

８階「アクアホール」（広島
市中区基町６番 号）

12

納入済額通知書を１月に送付します

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料

10

問 国保・後期高齢…保健医療課医療保険係☎（４０）３２４７
介護保険…高齢介護課☎（４０）３１７７㈹

習字の部
花﨑 千絢さん
（能美中３年）
作文の部
山崎 実紗さん
（能美中３年）
作文の部
野村 美優さん
（三高中３年）

１月

除く）を電子申告（ｅ Ｔａ
ｘ）します。書面での申告書
の提出は受け付けません。
誤りがあったりした場合
※住宅借入金等特別控除を受
けるためには、次の書類を添
のための手続きが必要です。
源泉徴収税の毎月納付、消費
税の中間申告・納付など、ご

納付された額）は記載してい
ません。特別徴収額は、年金
保険者から送付される源泉徴

―

1

受付期間

付して税務署に確定申告書を
提出する必要があります。
・住民票の写し
額通知書（はがき）」を、
月末までに納税（納入）義務
者へ送付します。この通知書

税金が私たちの暮らしにどのように役立っているか、また税の意義や役割などについて興味を持ってもらう
ため、中国納税貯蓄組合連合会などの主催で作文や習字を募集しました。この募集に広島南税務署管内から
2,832点の応募があり、江田島市長賞を次の生徒が受賞しました。

●還付申告の 例

○医療費控除の対象とならない介護保険サービスは次のとおりです。
認知症対応型共同生活介護（グループホーム）、特定入居者生活介護、福祉用具貸与（レンタル）、福祉用
具購入や住宅改修

・マイホームをローンで取得

―

福祉系のサービス

○

表中の医療系サービスがサ
ービス計画に組み合わされ
て い る 場 合 に、 医 療 費 控 除
の 対 象 と な り ま す。 福 祉 系
のサービスだけを利用して
も、控除対象になりません。

収票に記載されています。

○アルバイト・パートなど少
額所得者や青色事業専従者
も、必ず提出してください。

12

は、１年間の納付額をお知ら

●ｅ Ｔａｘ インターネ
ットで申告・納税！

22

利用回数の多い手続きに大変
便利です。
詳しくは、広島南税務署へ
お問い合わせください。

広島市内で、還付申告の相
談を次のとおり行います。な

提出期限は
２月１日

・家屋・土地の登記簿謄本
（登記事項証明書）
・家屋の土地売買契約書又は
工事請負契約書の写し

した場合（住宅借入金等特
別控除※）
・ 多額の医療費を支払った場合

12

16

訪問看護・介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
短期入所療養介護（医療系のショートステイ）
介護予防短期入所療養介護（医療系のショートステイ）
訪問介護（生活援助を除く）
・介護予防訪問介護・
夜間対応型訪問介護
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４人が市長賞を受賞
租税啓発の作品募集

考
食費

備
居住費
（滞在費）
医療系のサービス

医療費控除の対象となる
額は、サービス事業所が交
特別養護老人ホーム
○（１/ ２の額）
○（１／２の額）
○（１／２の額）
付する領収証に記載されて
老人保健施設
○
○
○
います。
記載がない場合、サービ
介護療養型医療施設
○
○
○
ス事業所が領収証とは別に
※特別な居住費と特別な食費の加算部分は、医療費控除の対象になりません。 証明します。

28

27

１ 割
負担分
サービスの種類

費

食

居住費

１割負担分

サービスの種類

10

介護保険のサービスを利用して支払った自己負担の一部は、申告するときに医療費控除の対象になるものが
あります。
○居宅（在宅）サービス

⑥
⑦

－

○施設サービス

12

問高齢介護課介護保険係
☎（４０）３１７７㈹

介護保険サービス自己負担分についての
医療費控除対象一覧

☎（４０）２７６９

農業委員会からの

お知らせ
問農業委員会事務局

無断転用をしてはダメ

農地を貸し借りするときは
法律に基づいた手続きを
農地の貸し借りの手続きには、農地法
によるものと、農業経営基盤強化促進法
によるものがあります。
農業経営基盤強化促進法による貸し借り
の特徴
○貸した農地は、期限がくれば必ず返っ
てきます。
○期間終了後の離作料は不要です。
○利用権を再設定すれば、継続して貸し
借りできます。
詳しくは、地区の農業委員か農業委員
会事務局へご相談ください。

しっかり積み立て、がっちりサポート

農業委員会とは？
農業委員会は、農業委員会等
に関する法律や地方自治法に基
づいて設置される行政委員会で
す。江田島市の農業委員会は
人の委員で構成され（左表参
照）、農地法やその他農地に
関する法律についての業務に携
わっています。
また、総会を毎月開催し、主
に農地の権利移転や転用に関す
る事項について審議・処理して
います。総会の議事録は、農業
委員会事務局（本庁別館２階）
か、市ホームページで閲覧でき
ます。
農業委員による農地パトロール
の様子

大柿町

農業者年金に加入しましょう

沖美町

⑧
⑨

22

選挙
選挙
選挙
選挙
選挙
南部共済組合選任
農協選任
議会選任
選挙
選挙
選挙
議会選任
選挙
選挙
選挙
議会選任
選挙
選挙
選挙
選挙
西部共済組合選任
議会選任
能美町

備考
氏名
地区

山本 正数
向谷 明照
中下 雅敏
新本 昌幸
田口 宜久
大川 隆幸
松井 勇雄
古田 勲
吉井 たえ子
土井 正幸
松岡 雄二
大越 助
西中 克弘
小林 秀幸
後 数男
川尻 一行
小松 功
二反田 肇
森本 健太郎
胡子 勝弘
空井 英一郎
村上 浩司
江田島町

○国民年金の第１号被保険者で、年間

農業委員一覧（任期は平成23年10月31日まで）

農地の転用には許可が必要

】
日以上農業に従事する 歳未満の人は
誰でも加入できます。
○毎月の保険料は２万円を基本に、６万
７千円まで千円単位で自由に決められ
ます。
○ 歳までの保証付きの終身年金です。
○納めた保険料は全額、社会保険料控除
の対象となります。
○一定の条件を満たせば、保険料の補助
があります。
詳しい内容は、農業委員会事務局か最
寄りの農業協同組合にお問い合わせくだ
さい。
60

農地の名義を変えたり、登記地目を変
えたりするときには、農地法に基づく許
可を受けなければなりません。
申請の時期 農地法による許可申請は、
毎月 日までに行ってください。
申請書の設置場所 農業委員会事務局に
あります。また、市ホームページからも
ダウンロードできます。

【
農地法による許可申請が
必要な主なケース
農地法第３条
（農地の売買や貸借）
登記地目が田や畑になっている土地
を売り買いしたり、貸し借りするとき。
農地法第４条
（自己所有農地の転用）
自分名義の農地を農地以外の目的に
使用するとき。
農地法第５条
（農地を売買や貸借により転用）
田や畑を売り買いしたり貸し借りし
て、農地以外の目的に使用するとき。
80

10

60

1:1.8

mm
52
φ

12/4㈮～

m

人権週間に人権擁護
委員が活動（市内）

カープ６選手が江田島へ
（大古小学校）
広島東洋カープの安部友裕選手、岩本貴裕選手、
小松剛選手、篠田純平選手、白濱裕太選手、丸佳浩
選手の６人が来訪。大古小学校の児童と一緒に給食
を食べたり、市内の小学生と野球教室を行ったりし
て楽しい時間を過ごしました。

（高田） 地域の人に、おもちの上手な丸め方を
教えてもらいました。

12/2㈬

12月４日から始まった人権週間に合わせて、人権擁

護委員皆さんが街頭パレードや人権相談、市内小学校
での人権紙芝居を行いました。（写真は柿浦小での人
権紙芝居の様子）

12/19㈯

地域づくりリーダー研修を実施
ヒューマンフェスタ江田島
（農村環境改善センター）

当日は、人権作品入賞者の表彰や人権作文の意見
発表、さくらの会（江田島町人権問題啓発活動推進
者の会）による寸劇、鎌田 實さんの講演会が行わ
れました。

12/6㈰

鷲部コミュニティまつり
（鷲部公民館）

今回で９回目となる鷲部コミュニティまつり。当
日は長寿者のつどいや芸能発表大会、バザー、神楽
演舞、もちつき大会などが行われ、多くの地域住民
でにぎわいました。

11月28日㈯に、「公」ディネーター育成研修・ワー
クショップの最終回が行われました。これは、地域づ
くりリーダーの育成を目的に９月から計４回開催され
たもので、市内外から約60人が参加しました。
参加者は、各班に分かれて地域の問題解決の手法や
計画づくりの方法を学び、最後に各班で考えたまちづ
くり宣言文を読み上げました。
←ワークショッ
プの様子

絵画や書・写真などの芸術作品がズラリ

12/10㈭
（大古）

天気が良くなかったので、地域の人たち
がシートで屋根を作ってくれました。

12/1㈫

（江田島）江田島保育園では、今年からおもちつ
きを始めました。

12/6㈰

市内保育園でおもちつき

12/3㈭

LEN
Sf
=5
0m

まちの話題

（三高）

幼年消防クラブの活動として、みんな
でおもちを作りました。

ボランティアで集会所の床修繕
中町地区老人クラブの会員が、ボランティ
アで中町老人集会所の床の修繕を行いました。
この集会所は築 40年で老朽化が進んでおり、
研修室の床の傷みが目立っていました。そこ
で同クラブの有志が集まり「自分たちが使う
ものは自分たちでできるだけ直そう」と、床
板の張り替え作業などを行ったものです。
作業は12月４日から開始。経験者の指示の
もと作業が進められ、畳の風通しも行って約
10日間で作業が完了しました。

芸術の作品展・発表会を開催
11月14日・15日に大
柿公民館で大柿美術作
品展が、12月12日・13
日に沖美ふれあいセン
ターで江田島市文化協
会作品発表会が開かれ
ました。
展示された作品はど
れも力作ぞろいで、来
場者は熱心に見入って
いました。

⑪

大柿美術作品展（写真上）と江田島市
文化協会作品発表会（写真左）の様子

まちづくり宣→
言文を読み上
げる参加者

作業する中町地区老人クラブの皆さん

⑩

申請受付期限は平成 年８

22

12

65

31

受付期限は８月 日

住宅用火災警報器の申請

消防本部では、平成 年９
月１日から住宅用火災警報器
の無料配布を行っています。
平成 年 月末現在で、市内
給付対象者（全体）の約６割
が既に給付・取り付けを終え
ています。

22

どに住民登録している場合は、

文化財防火デーに

10

月 日ですが、火災から尊い
給付対象になりません。
消防合同訓練
命を守るためにも早めに設置
申請先・給付場所
毎年１月 日は「文化財防
する必要があります。まだ申
消防本部（署）・消防署能
請手続きを終えていない人は、 美 出 張 所 ・ 市 役 所 本 庁 ・ 支
火デー」です。これは、昭和
早めに申請手続きを行ってく
所・市民サービスセンター
年１月 日に奈良県の法隆
ださい。
※自分で申請に行けない・警
寺金堂が炎上し、国宝の十二
給付対象世帯（次の対象世帯
報器を受け取りに行けない・
面壁画が焼損したことがきっ
に１個無料給付）
取り付けできない場合は、火
かけで制定されました。文化
○ 平 成 年 月 日 ま で に 、 災予防普及員が申請手続きや
財は、私たちの祖先が残して
市内在住で 歳以上になる
警報器の取り付けを行います。 くれた貴重な財産。さまざま
人がいる世帯
住宅用火災警報器設置推進室
な災害から文化財を守り、歴
○身体障害者手帳（１級か２
へご連絡ください。
史的遺産を保護し後世に伝え
級）を交付されている人が
お問い合わせ先
ていくことは私達の責務です。
いる世帯
住宅用火災警報器設置推進室
消防署では、貴重な文化財
○障害があり自力避難が困難
（消防本部内） ☎（４２）
などを火災から守るために、
な人で、消防長が必要と認
１１９１
地元消防団・住民や消防機関
めた人
※土日・祝日・夜間は消防本
などが協力し、消防合同訓練
※公営住宅や老人福祉施設な
部☎（４０）０１１９㈹
を次のとおり行います。
日時 １月 日㈰午前 時～
場所 八幡神宮（大柿町大原）
お問い合わせ先 江田島消防
署警防係☎（４０）０３５８

31

高齢者世帯の安全・安心に向けて
安全安心の向上へ
～住宅用火災警報器を給付中～

年金だより
歳になって大人の仲間入
りをすることは、多くの権利
を得ると同時に、いくつかの
義務も生じます。国民年金制
度の加入は、そのうちの一つ
です。

☎（４０）２７６４

国民年金は、国が運営する
公的年金制度で、日本国内に
住む 歳から 歳までのすべ
ての人が加入することになっ
ています。国民年金加入手続
きの書類は、誕生月の上旬に、
日本年金機構から郵送されま
す。早めに手続きを済ませま
しょう。
なお、国民年金保険料は月
額１万４６６０円（平成 年
度）です。経済的な理由など
で納付が難しい場合は、一定
の免除基準に基づき次のよう
な免除制度があります。

歳になったら国民年金へ加入を

問市民生活課市民生活係

26

○ 歳以上の学生の人
→学生納付特例制度
○学生でない 歳～ 歳の人
→若年者納付猶予制度

21

災害テレホンガイド☎（４２）３１１９

１件(28件)
127件（1,286件）
火 災
救 急

わが国の高齢化社会は急速に進
んでおり、現在、江田島市の人口
の３割以上が 歳以上の高齢者と
なっています。平成 年中の放火
を除いた住宅火災の死者の約９割
が建物火災で発生しています。ま
た、住宅火災による死者の６割が
高齢者で、その原因は逃げ遅れと
なっています。本市でも、平成
年中に建物火災で高齢者が２人亡
くなっています。
こうしたことから、消防本部で
は高齢者の安全確保や就寝中の逃
げ遅れを防止し、市民の安全安心
の向上を図るため、高齢者が住ん
でいる世帯と身体障害者手帳（２
級以上）を交付されている世帯に、
住宅用火災警報器を無償で給付す
る事業を行っています。

24

手続きに必要なもの 年金手
帳・印鑑・学生証または在学
証明書（学生の人のみ）
受付窓口 市役所本庁・支所

30

火災・救急件数
地域全体で高齢者を
支え合える社会を

24

26

60

20

21

力が衰えてくるもの。もちろん、
健康な高齢者も多くいらっしゃい
ますが、その一方で心身の衰えが
著しく、病弱になる高齢者も増え
ています。高齢者が地域で安心し
て快適な生活を送るためには、体
の健康と同時に心の健康面も重要
です。
体の健康では、忙しい生活の中
で継続できることとして、歩くこ
と（ウオーキング）をしてみては
どうでしょうか。健康づくりに効
果があると言われ、クルマ社会の
中で体カの低下が指摘されている
状態に、歯止めをかけることもで
きるかもしれません。
心の健康では、退職後も生きが
いを保ち、豊かな心で病を寄せつ
けない生き方を今のうちから身に
つける必要性があります。自分の
健康づくりに積極的に取り組み、
高齢者が地域で安心して快適な生
活を送れるよう、地域全体で高齢
者を支え合える社会を目指しま
しょう。

20

11

21

11月30日現在

江田島消防つうしん
人はだれでも年齢を重ねると体

学生の人
第 1 号被保険者 市役所本庁・支所
自営業者・無職である人
サラリーマンや
第 2 号被保険者 勤務先
公務員である人
第 2 号被保険者に
第 3 号被保険者 配偶者の勤務先
扶養されている配偶者

消えるまで
ゆっくり火の元
にらめっ子

ご意見・ご感想は、市民生活課人権推進室☎（４０）２７６４へ。

20

20

21

寒さや救急への心構えを
しっかりと

⑫
住宅用火災警報器は ､ 条例で設置が義務付けられています。

⑬

19

20

加入手続きの場所
類
種

31

本格的な寒さを迎える季節になりま
した。この時季に多く見られるのが、
自宅の玄関やトイレ、浴室付近などで
脳梗塞や心筋梗塞をおこす急病患者で
す。特に高齢者に多く、外と室内の温
度差などで血管が収縮して起こりやす
くなる症状だと考えられています。こ
れらを防ぐため、温度差があると考え
られる場所では、事前に衣類などを厚
着するなどの対策をしましょう。
また、高齢患者の場合、症状が出て
もしばらく様子をみることが、本人だ
けでなく家族にもよくあります。また、
一人暮らしの人も増えており、症状が
急変したことを誰かに伝える備えが必
要です。事前に家族や友人の連絡先を
電話付近に備えておくことも重要です
が、いつもと違った症状が出た場合は、
いち早く１１９番通報して助けを求め、
医療機関にかかることが大切です。
国民年金被保険者の種類と手続きする場所

高齢者は特に注意

※かっこ内は１月からの累計

☎（４０）０１１９
☎（４５）４７３９
消防本部・消防署
能美出張所
65

火災・救急・救助は１１９番
みんな素敵なオンリーワン㊿

知らせ
民生委員児童委員を委嘱
問社会福祉課社会福祉係
☎（４０）３１７７㈹
この度、次のとおり民生委
員児童委員を新しく委嘱しま
した。
民生委員児童委員は地域住
民の身近な相談相手として活
動しています。お困りのこと
がありましたら、お気軽にご
相談ください。
○沖井 京子さん
☎（５７）６００３
担当…大柿町深江・空（一
部）・二反田の社会福祉関係
○谷本 誠一さん
☎（４２）５００６
担当…江田島町全域の児童福
祉関係（主任児童委員）

男性料理教室開催
問地域包括支援センター
☎（４０）３５７１
旬の食材を使って、楽しく
料理をしましょう。

江田島市役所
江田島支所
沖 美 支 所
大 柿 支 所
福祉事務所

☎（４０）２２１１㈹
☎（４２）１１１１㈹
☎（４８）０２１１㈹
☎（５７）３０００㈹
☎（４０）３１７７㈹
にこ♡にこハウス（子育て支援センター）
☎（４２）２８５２
☎（４０）３０３５㈹
☎（４２）６３１０
☎（４２）３３１１

教育委員会
議会事務局
企業局水道

日時 １月 日㈮
参加者募集
午前 時～午後０時 分
高齢者口腔ケア講座
場所 能美保健センター
参加費 ５００円程度
問地域包括支援センター
☎（４０）３５７１
準備品 エプロン、三角巾、
ふきん（タオル）
にき歯科医院の院長と歯科
定員
人
衛生士をお迎えして、高齢者
申し込み １月 日㈬までに、 の口腔衛生や口腔体操につい
地域包括支援センターへ。
て話と実技を行います。
日時
１月７日㈭ 江田島保健センター
ふくし・かいご
１月 日㈭大柿保健センター
巡回相談を実施
１月 日㈭能美保健センター
※時間はいずれも午後３時～
４時 分
対象 おおむね 歳以上で、
介護保険サービスを利用して
いない人
準備物 普段自分が使ってい
る歯ブラシ
問障害者生活支援センター
☎（５７）２２１５
地域包括支援センター
☎（４０）３５７１
障害者や高齢者の福祉サー
ビス、介護方法や認知症、金
銭管理などに関する相談をお
受けします。相談を希望され
る場合は、障害者生活支援セ
ンターか地域包括支援センタ
ーにご連絡ください。
日時・場所
月 日㈬沖美公民館 （三高 ）
月 日㈮高田公民館
午後１時 分～午後３時 分

運動機能向上トレーニ
ング教室 参加者募集
問地域包括支援センター
☎（４０）３５７１
足腰が弱ってきた、膝、腰
が痛い、体力（抵抗力）が落
ちた、物忘れがひどくなった、

国 民 宿 舎 ☎（４５）２３３５
交通事業
☎０８２ ２(５１ ９)２９１

住宅リフォーム科（１年）
○ 対象が 歳以上 歳以下の科
情報システム科（１年）
○年齢制限のない科
ビルメンテナンス科（６カ月）

ＯＡビジネス科（６カ月）
介護サービス科（６カ月）
応募受付期間
１月 日㈫～２月 日㈪
※応募方法、選考日などは募
集要項を請求してご確認く
ださい。
特典 雇用保険受給者で、公
共職業安定所（ハローワーク）
の指示により入校した人は、
訓練終了日まで受給期間が延
長されるほか、諸手当が支給
されます。
22

内容 大衆演劇鑑賞・会食・
入浴
参加費 ２５００円
定員
人
申込期限 ２月 日㈮
申込先 在宅介護支援セン
ター江能（５７）７１００か
地域包括支援センター
島づくり活動を支援

離島人材育成基金
助成事業を募集
問企画振興課企画係
☎（４０）２７６２
㈶日本離島センターでは、
離島住民の自主的な島づくり
活動を支援するため、離島に

在住している人・活動してい
るグループなどが実施する人
材育成事業を対象に、１事業
につき経費の３分の２（１０
０万円）以内を限度として助
成します。
詳しくは、㈶日本離島セン
ター総務部☎０３（３５９１）
１１５１へ。
助成対象事業 平成 年４月
１日から平成 年２月 日ま
でに新たに取り組む事業で、
離島の産業振興、生活・文化・
福祉の向上や他の地域との交
流推進に関する事業など
申込方法 所定の申請書を２
月８日㈪までに、企画振興課
企画係へ提出してください。
申請書類は、市役所本庁と支
所にあります。

４月入校生を募集

小用港・江田島
高・江田島中

30

カキ祭会場

問県立呉高等技術専門校
☎（７１）８８１６
広島県立呉高等技術専門校
では、４月入校生を募集しま
す。見学はいつでもできます
ので、事前にご連絡ください。
募集訓練科（かっこ内は期間）
○対象が 歳以下の科
溶接加工科（１年）
機械システム科（１年）

18

⑭
⑮

臨時駐車場

たこが電線にかかった
ら、必ず中国電力へご
連絡ください。自分た
ちで取ると危険です。

12

問中国電力㈱呉営業所
☎０１２０（１３８）５１４

←江田島町
中央・鷲部

【周辺地図】

２月７日㈰午前10時～午後３時（予定）
小用みなと公園（江田島町） 江田島町↑

小用港
ターミナル

たこあげは電線のない広い場所で

22

問カキ祭実行委員会（商工観光課内）
☎（４０）２７７１

江田島市カキ祭を開催

切串

当日は、江田島市特産のカキの試食、カキ打
ち体験をはじめ、海の幸、山の幸を販売します。
また、軽食コーナーやステージでは、誰でも
参加できるカキ積みゲームを用意しています。
皆さんのご来場をお待ちしています。
28

65

12

１月17日㈰ 午前９時～
（小用みなと公園・江田島町小用）
市内の団体が、特産品などを販売します。
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

23

28 21

１月16日㈯ 午前10時～（雨天中止）
（タカノス交流広場・江田島町切串）
その時季に収穫した野菜などを販売。地
元で育てた新鮮なものがたくさんあります。
問農林振興課 ☎（４０）２７６９

人と話すことが少なくなった
参加者募集
という人はぜひご参加くださ
介護者リフレッシュ交流会
い。運動する習慣を身につけ、
若さを取り戻しましょう。
期間 １月 日㈭～３月 日
㈪の週 回（祝日を除く月・
木）・全 回
時間 午前の部…午前 時～
時 分、午後の部…午後２
時～３時 分
場所 能美保健センター※送
迎あり
参加費 ３０００円
定員
人
参加資格 介護保険のサービ
スを利用していない高齢者な
どで、全日程参加できる人

えたじまポートプラザ

27

30

30

30

30

えたじま地産地消市場

30

22 20

午前９時受付開始
午前10時式典開始
（農村環境改善センター・能美町鹿川）
式では、新成人誓いのことばの発表やスポ
ーツジャーナリスト・義田 貴士さんによる
記念講演があります。また、式終了後は記念
撮影を行います。
問生涯学習課生涯学習係☎（４０）３０３７

30

29

10

16

30

19

１ １

１月11日㈷

問地域包括支援センター
☎（４０）３５７１
日ごろの疲れを癒すため、
日帰り旅行を行います。観劇
や入浴、会食で介護者同士の
交流を深め、リフレッシュし
ませんか。
対象者 市内在住で高齢者な
どを介護している家族（施設
入所、長期入院は除く）
日時 ２月 日㈮午前８時
分～午後５時 分
場所 グリーンピアせとうち
呉(市安浦町 )

成人式

45

12

29

10

１月10日㈰ 午前10時～
（大柿町柿浦・柿浦漁港埋立地）
消防部隊や消防車両などの分列行進、式典
や消防隊公開訓練などが行われます。
問消防本部☎（４０）０１１９㈹

14

消防出初式

20

2

45

市内の主な行事

11

EVEN T

日時
場所
35

お

In formation

お知らせ
問特別養護老人ホーム江能
総務課☎（５７）７１００
社会福祉法人 江能福祉会
では、今年度も特別企画講演
会を開催します。
日時 １月 日㈮午後７時～

特別講演会を開催
問中国財務局呉出張所
☎（２１）６４１１
次の国有地を一般競争入札
で売り払います。詳しくは、
中国財務局呉出張所へ。
公告日 １月 日㈭

国有地を売り払い
問シルバー人材センター
☎（４２）５２１１
シルバー人材センターでは、
国の委託を受けて中高年齢者
の就職・就業に向けた植木せ
ん定技能講習会を行います。

植木せん定講習会を開催

２月 日㈭

受付期間 ２月３日㈬～ 日㈮

70

載事項に変更がある場合は、本

㎝）・認印（紛失の場合）※記

×３・５㎝、海技士は３×３

状）・写真２枚（小型…４・５

19

特別養護老人ホーム江能

参加を希望する場合は、２月
８日㈪までに同センターへご
連絡ください。
10 15

55

小用・中町・高田保育園

小用保育園

高田保育園

平成21年度歯科保健優良保育所努力施設と
して、小用・中町・高田保育園が広島県歯科
医師会会長表彰を受賞しました。これは、て
いねいなブラッシング、仕上げ磨き、フッ素
洗口、良く噛んで食べることを子どもたちに
日々実践してきたことが評価されたものです。
また、家庭でも虫歯予防に積極的に取り組ん
だ成果が受賞につながりました。
これからも保育園では、良く噛んでしっか
り歯を磨く習慣が子どもたちに根付くよう、
保護者と一緒に努めていきます。

広島県歯科医師会会長表彰を受賞

中町保育園

アドバイス

ＳＮＳ（交流サイト）で知り合った知
人から誘われたサイトに入ると、出会い
系サイトからメールが届くようになった。
「会った時にポイント代金は肩代りする」
という相手とメールを始め、ポイント料
をコンビニの電子マネーで 万円支払っ
たが、結局相手に会えなかった。お金を
取り戻したい。

相談内容

見知らぬメールは
トラブルのもと

出会い系サイトに注意

に伝えました。
出会い系サイトに興味がなくても、懸
賞や占いのサイトなどから出会い系サイ
トにつながったり、知人から誘われたり
するケースもあります。出会い系サイト
では「芸能人があなたと話がしたい」な
どと無料ポイントでメールをするように
仕向けます。しかし無料ポイントはすぐ
消え、すぐにポイント料金が膨らみます。
高額なポイント料金を支払わせたこと
を立証するのは難しく、返金は困難です。
しかし、同様の相談が増えることで問題
が大きくなり、支払いの証拠が集まって
返金されたケースもあります。トラブル
を防ぐため、メールアドレスをサイトに
登録するのは必要最小限にし、見知らぬ
メールが届いたら無視しましょう。

問総務課危機管理室☎（４０）２２１８

消費生活相談ファイル

電話で同学院へ。

籍の記載された住民票１通

申込方法

○いもの甘さとヨーグルトの酸味がマッチしておいしいです。
○子どもたちにも人気のメニューです。

９時
場所
開札日
物件

今回のポイント

（大柿町飛渡瀬４０２７番地２）

熱量109㎉

講演内容 「ホスピタリティ
のみがき方～イキイキ天職に
変える仕事術～」
講師 藤崎 ひろみ氏…
（株）ユニバーサル・コミュ
ニケーションズ 代表取締役
参加費 無料
申し込み １月 日㈬までに
特別養護老人ホーム江能へ。

○江田島町宮ノ原三丁目１５
日時 ２月 日㈪～ 日㈮
１４２番３
午前 時～午後４時
（土地・２２０・４５㎡）
場所 シルバーワークプラザ
○江田島町小用一丁目６９８
対象者
歳～ 歳で５日間
４番４７
の日程すべてを受講できる人
（土地・５２０・１６㎡）
定員
人 受講料 無料
※最低売却価格は公表しませ
海技免許証更新講習
ん。また、物件によっては入
札を中止する場合があります。 問中国海技学院
☎０８２（２５５）８７０５
海技士（更新）と小型（更
新・失効）の講習です。
日時 １月 日㈰
午後１時 分～
場所 大柿公民館
準備物 操縦免許証（海技免

18ｇ
18ｇ
6ｇ
少々

⑯
⑰

10

この研修では、災害時の対処方
法や災害への備えについて学びま
す。「自分達の地域は自分達で守
る」という自主防災組織の役割は、
地域の防災を考える上でとても重
要です。各地域で自主防災組織の
設立を目指しましょう。
日時 １月16日㈯
午後１時30分～４時30分
場所 市役所本庁２階会議室
研修内容 地震・土砂災害に関す
る講義及び図上訓練（土砂災害編）
定員 50人程度
※希望者多数の場合、自主防災組
織が未設立の地区の人を優先さ
せていただきますのでご了承く
ださい。
申込期限 １月７日㈭
申込方法 電話で総務課危機管理
室へ。

12

14

25

①サツマイモは皮をむいで一口大に，キュウリは
薄切りに，ハムは１～２ｃｍ角に切る。
②ハム・サツマイモ・キュウリをゆでる。
③ゆで終わったら，水を切り，冷蔵庫で冷ます。
④冷めた材料を調味料Ａであえる。

木村桂さん（大柿町深江）の骨董
コレクション展です。１月８日㈮と
９日㈯には、やさしい骨董の選び
方・買い方を楽しんでいただく即売
会も行います。お茶を楽しむ企画も
あります。
期間 １月８日㈮～17日㈰
午前11時～午後５時
場所 いろりギャラリースマイル21
助成 エネルギア文化・スポーツ財団

つくり方

22

さつまいものサラダ
材料（４人前）

20

コンビニで支払った時のチケット（管
理番号が記載された紙）とメールの内容
があれば、一緒に持ってくるよう相談者
問総務課危機管理室
☎（４０）２２１８

問いろりギャラリー「スマイル21」
☎０８０（３８８３）３２５６（大迫）

Vol.23 西能美学校給食共同調理場

30

自主防災組織育成研修会

木村桂コレクション展

おすすめメニュ～

17

参加者募集

20

調味料Ａ
マヨネーズ
ヨーグルト
酢
塩・コショウ
20ｇ
160ｇ
40ｇ
12ｇ
ハム
サツマイモ
キュウリ
チーズ

いろりギャラリースマイル21 で開催

福 祉 保 健 行 事 日 程 美 味しく食べよう！味自慢～減塩生活のすすめ～
問保健医療課健康推進係 ☎（４０）３２４７
日
時
間
場
所
問保健医療課健康推進係
乳幼児健診
☎（４０）３２４７
13日㈬ 午後１時30分～３時 能美保健センター
１歳６カ月児

２月１日㈪

９～10カ月児

２月２日㈫

３歳６カ月児
４～５カ月児
５歳児

２月３日㈬
２月４日㈭
２月５日㈮

受付時間

場所

大柿保健
センター

日

午後１時 分
～２時

健診名

15

乳幼児健診案内は、対象世帯へ個別通知します。

すくすくくらぶ
日

内

問保健医療課健康推進係
☎（４０）３２４７

容

場

所

15日㈮ おもちつき会

沖美産品開発センター

18日㈪ 親子体操・遊び

大柿保健センター

※時間は午前10時～11時30分

すくすくベビーくらぶ 問保健医療課健康推進係
☎（４０）３２４７
日

内

容

場

所

28日㈭ 乳児の事故防止について 江田島保健センター
※時間は午前10時～11時30分

お ひさまくらぶ
日

時

問保健医療課健康推進係
☎（４０）３２４７

間

14日㈭ 午前10時～11時30分

場

所

大柿保健センター

専門的知識を持った講師を迎え、脳の働きと脳の栄
養となるべき感覚を促す遊びを行います。子どもの成
長発達が気になるかたは、おいでください。

26日㈫

時

間

午前９時30分～

場

所

大柿公民館集合

※竹炭工房方面を歩きます。保険料30円が必要です。
（雨天中止）

食

育チャレンジ隊
日

時

問保健医療課健康推進係
☎（４０）３２４７

間

場

所

22日㈮ 午前10時～正午 専念寺駐車場（沖美町岡大王）
内容 しいたけ工場を見学しよう
定員 15組
対象者 ２歳以上の幼児と保護者
申込期限 １月19日㈫
準備物 お茶など
※準備物には、必ず名前を書いてください。

講 演会～高血圧の薬とジェネリック医薬品～
問保健医療課健康推進係

日

時

間

８日㈮ 午後１時30分～３時

所

大柿分庁舎※要予約

心の健康に関するあらゆる問題・悩みについての相談
にも応じています。

に こ♡にこひろば

問にこ♡にこハウス
☎（４２）２８５２

日

内

13日㈬

ローラーでお絵描き

容

にこ♡にこハウス

場

所

27日㈬

オニの豆入れ

にこ♡にこハウス

※時間は午前10時30分～11時30分

に こ♡にこ身体計測
時
間
午後10時30分
21日㈭
～11時30分

問にこ♡にこハウス
☎（４２）２８５２

日

場

所

場

所

12日㈫ 午後１時30分～３時 江田島コミュニティセ
ンター３階大集会室
高血圧の治療をしている人でも、全員同じ薬を飲んで
いるわけではありません。薬のことをちゃんと理解し
て、適切に飲まないと意味がなくなってしまいます。今
回の講演会では、高血圧の薬や最近話題のジェネリック
医薬品について、分かりやすく説明していただきます。
講師 大塚 幸三先生（財団法人呉市薬剤師会会長）

問にこ♡にこハウス

時

間

☎（４２）２８５２

場

所

19日㈫ 午前10時30分～正午 にこ♡にこハウス
内容
講師

日

内容

江田島保育園
☎(42)1629

28日㈭

戸外あそび（雨天の場
合は室内あそび）

小用保育園
☎(42)1626

消火訓練，避難訓練、救急指導（誤飲・転倒・転
落・火傷などの応急手当）、防火指導、消防車見学
江田島消防署職員

毎週㈪～㈮
（注１）

戸外あそび（雨天の場
合は室内あそび）

切串保育園
☎(43)0213

19日㈫

戸外あそび（雨天の場
合は室内あそび）

宮ノ原保育園
☎(42)1625

20日㈬

戸外あそび（雨天の場合
は絵本の読み聞かせ）

鹿川保育園
☎(45)2219
中町保育園
☎(45)2220
高田保育園
☎(45)2221

毎週㈪～㈮
（注２）

14日㈭
13日㈬

戸外あそび（雨天の場
合は中止）
お正月あそび（雨天の
場合は室内あそび）
お正月あそび（雨天の
場合は室内あそび）

29日㈮

絵本の読み聞かせ

三高保育園
☎(47)0110

７日㈭
21日㈭

お正月あそび（雨天の
場合は室内あそび）

大古保育園
☎(57)2537

13日㈬

伝承あそび

柿浦保育園
☎(57)2524

６日㈬

戸外あそび（雨天の場
合は室内あそび）

飛渡瀬保育園
☎(57)2326

20日㈬

戸外あそび（雨天の場
合は室内あそび）

（注１）小用保育園は、１月４日から園庭開放します。
（休日を除く）
（注２）鹿川保育園は、１月７日から園庭開放します。
（休日を除く）

平成 年度

45

21

12

22

22

22

30

☎（４２）２８５２

保育園入園の受付を開始

30

況が分かるもの）
④登・降園についての届出書

成分も多く含まれています。このレシチンは、記憶
学習に大切な栄養素だけでなく脂肪肝や動脈硬化症
の予防にも効果があります。
卵黄に多いビタミン H は、髪や皮膚の健康と糖
尿病の予防に効果があります。ビタミン H は腸内
細菌によっても多少合成されるので欠乏すること
はまれですが、抗生物質を長期間服用している場合
や生卵をよく食べる場合は要注意です。というの
も、卵白に多いアビジンという糖タンパク質には強
力な結合力があり、卵黄のビタミン H と結合する
と、ビタミン H の吸収を妨げるからです。このた
め、卵でビタミン H を摂取する場合は、あらかじ
め卵白を加熱してアビジンを失活させる調理法がよ
く、卵焼きや茶碗蒸しよりも卵黄と別々に加熱する
ゆで卵や目玉焼きのような料理がいいと言われてい
ます。また、卵黄に含まれるホスビチンという成分
は、小腸で鉄分の吸収を妨げる働きがあります。ホ
スビチンは熱に不安定なので、貧血予防で卵を食べ
るときは卵黄を加熱するといいでしょう。

消 火・避難訓練と救急指導
日

園名

にこ♡にこハウス

乳幼児の身体計測と発達・育児相談をします。母子健
康手帳を持ってきてください。

※時間は午前10時～11時

延長保育・一時（預かり）
保育も行っています

卵はビタミンCを除くすべての栄養素を含む万
能の栄養食品。鶏卵1個にはコレステロールが約
200mg程度含まれているので、ダイエット中の人な
どには敬遠されがちですが、コレステロールは細胞
膜やステロイドホルモンの原料であり、重要な成分
です。ヒトの肝臓や小腸では、約1000mg（卵５個
分）のコレステロールを合成しているので、健常人
では毎日５個食べてもコレステロールの血中レベル
はほとんど変化しません。また、卵黄には余分なコ
レステロールを処理する作用をもつレシチンという

場

本市では、多様化する保育
ニーズに対応するため、生後６
カ月からの受け入れや平日・土
曜日の延長保育、一時（預か
り）保育を行っています。これ
らの保育を希望する場合は、申
し込みや利用料金が別途必要で
す。事前に子育て支援センター
へお問い合わせください。
○延長保育事業
就労時間などの理由で、通常
の閉園時間までに児童を迎えに
来れない場合に利用できます .
平日延長が可能な保育園…小
用・中町・三高・大古
土曜日延長が可能な保育園…小
用・三高・大古・柿浦
○一時（預かり）保育事業
保育園に入園していない満１
歳以上の児童を持つ保護者が、
一時的に家庭で保育ができない
場合に利用できます。
一時（預かり）保育が可能な保
育園…小用・中町・三高・飛渡
瀬

卵～ビタミンＣ以外の栄養素を含む万能食品～

間

園 庭開放

問子育て支援センター

県立広島大学
人間文化学部健康科学科
加藤 秀夫 教授

時

☎（４０）３２４７

本市のプロジェクト「えたじま健康・長寿のまちづくり」に参加していただく県立
広島大学の加藤教授による健康コラムです。

食は健康の
礎なり

⑲

日

問保健医療課健康推進係
☎（４０）３２４７

日

問広島県西部保健所呉支所
☎（２２）５４００㈹

平成 年４月から保育園入園
を希望する児童の申込受付を、
次のとおり開始します。
開園時間
平日…午前７時 分～午後５時
分、土曜日…午前７時 分～
午後１時
休日 日・祝日、年末年始
申込基準 保護者が、仕事や出
産・病気・障害・家族の介護や
災害などの理由で、家庭で保育
できないと認められる場合。た
だし、同居親族などが児童を保
育できる場合は認められません。
受付期間
１月 日㈫～２月５日㈮
受付場所 保育園、子育て支援
センター※関係書類は、保育園、
子育て支援センター、本庁・支
所にあります。
提出書類
①保育園入園申込書（新規用・
継続用）
②勤務証明書や自営（内職）証
明書など、保育に欠ける証明
書（保護者１人につき１部 )
③平成 年分の所得税額が分か
るもの（平成 年１月２日以
降に江田島市へ転入した人は、
それまでの居住地での所得状

コラム

ウ オーキング教室

心 の健康相談

⑱

島から世界へ
～ 世紀を主体的に
心豊かに生きる～

ることとしています。ただし、
申し出により指定学校以外の
学校へ通学できる「指定学校
の変更」の制度があります。
変更が認められる理由は別表
のとおりで、保護者が希望す
る期間変更できます。
来年度小・中学校入学予定

市スポーツセンターには、
有酸素系マシン 台、ウエイ
ト系マシン７台、リラクゼー
ションマシン３台を完備。女
性・初心者はもちろん、トレ
ーニング上級者まで幅広く利
用できます。
利用料金 １回２００円（高
校生以下・ 歳以上は１００
円）※この他にお得な回数券、
定期券があります。
利用時間
月～土…午前 時～午後 時
（受付は午後８時まで） 日・
祝…午前 時～午後５時
休館日 水曜日
※利用者は、室内シューズ・
タオルを準備してください。

☎（４５）５４６０

問 市スポーツセンター

トレーニングルームを
リニューアル

新機種を７台導入

● 兄弟姉妹が指定学校を変更しており、同
一の学校を希望する場合
● 教育上配慮が必要と認められる場合

者には「入学期日及び学校指
定通知書」を１月中旬に発送
予定です。指定学校の変更を
希望する人は、通知書を受け
取った後に、手続きをしてく
ださい。

主催

小学校の指定学 小学校で指定学校を変更したことで、その
校の変更による 小学校と同じ通学区域である中学校に入学
中学校の変更 を希望する場合

市内の小中学校に就学する
際は、保護者の居住地により、
教育委員会で定めた通学区域
の学校（指定学校）に通学す

スポーツ
ノルディックウオーキ
ング体験教室開催
問 生涯学習課スポーツ係
☎（４０）３０３７

ポーツクラブ設立準備委員会

いじめからの回避または不登校からの回復
を目的とする場合
通学距離
指定学校よりも通学距離が短い学校へ通い
（地理的条件） たい場合

大古小長沼さん・藪下さん
坂井 悠人▽「大発見！転
がるはやさのひみつ」三高小
３年 住田 遥▽「紙の強さ
しらべ」江田島小４年 上本
晟史郎▽「アサリはいろい
ろなきたない水をきれいにで
きるのか」飛渡瀬小４年 宮
本 拓弥▽「ボールのはずみ
方の研究」高田小５年 河野
和人▽「米と麦～古代から
の二毛作」切串小６年 宇土
原 美月▽「水の冷え方の研
究」江田島中１年 宮本 昌
也▽「色水の水温変化」能美
中２年 島村 裕実・玉木
瞳▽「感熱紙について」江田
島中１年 松尾 妃菜▽「ど
んな鉄が燃えるのか」三高中
１年 竹内 麻裕▽「日食レ
ポート」能美中１年坂村 直
優▽「液状化現象」 大柿中
１年 浜先 沙奈・二宮 友
美▽「夏の暑さをのりきるに
は」能美中２年 横撫 夏美

生とその家族
受講料 無料（材料費のみ、
別途徴収）

オペラコンサート開催
問 三高公民館
☎（４７）０２１１

日時 １月 日㈯
受付は午前９時 分～、教
室は午前 時～正午
場所 市総合運動公園（※
雨天の場合はスポーツセン
ター）
講師 杉田 寛治（ＪＷＡノ
ルディック・ウオーク公認指
導員）
募集人数 １００人
参加費 ５００円
申込締切 １月 日㈫
申込先 生涯学習課スポーツ係

企画展「写真展」

江田島市総合型地域ス

江田島町中央在住の太刀掛
隼則さんによる作品展です。
日時 １月７日㈭～ 日㈰
※火・祝を除く午前９時 分
～午後４時 分

ものづくり教室～切り絵“お
まもり地蔵・かえる”～
日時 １月９日㈯午後２時～
講師 森元のり子さん
参加費 ３００円

いじめ・不登校

広島県科学賞特選受賞
「海のおそうじ屋さん」が入
賞しました。観察から生じた
疑問を調査や観察・実験に
よって次々と問題解決してい
るところが評価されたもので
す。２人は受賞後の感想とし
て、「実験は楽しい。次は、
今より詳しく研究したい」と
語っていました。
その他の受賞者は次のとお
り。
準特選
▽「砂の芸術家 コメツキガ
ニ」大古小６年 畠藤 海
入選
▽「ふしぎなみかん」大古小
１年 寺岡 冬偉▽「ありの
けんきゅう」中町小１年 大
下 佳穂▽「長くさけ おば
あちゃんのきく」大古小２年

公民館から
定期講座受講生募集

野菜でつくろう
バレンタインのお菓子

家庭の事情

● 保護者の就労より、一時的に親族宅や
保護者就労店舗に帰宅する場合
● 家庭環境等から、住民登録を変更する
ことで、著しく不利益となることが明白
な場合

30

問 大柿公民館
☎（５７）３００９

継続的な加療などで指定学校への就学が
困難な場合・校内生活で支障がある場合
12

ひろしまオペラ・音楽推進
委員会によるオペラコンサー
トを開催します。ぜひこの機
会にご鑑賞ください。
日時
月 日㈰開場…午後
０時 分、開演…午後１時
場所 三高小学校屋内運動場

身体的理由

学校教育課☎(40)3036

学びの館
１月の行事

学年途中で市内の通学区域に転居した場合

教育総務課☎(40)3035

問 学びの館☎（４２）１１４５

転居
16

10

その他
10

説明と事例

生涯学習課☎(40)3037
31

10

10

30

中学校部活動 指定学校に希望する部活動がない場合
60

10

変更理由

指定学校の
変更について
（別表）

江田島市教育委員会
17

30

日時 ２月７日㈰
午前 時～正午
場所 大柿公民館
講師 佐原直子さん（ジュニ
ア・ベジタブル＆フルーツマ
イスター）
対象者 幼児・小学生・中学
10

53

文化活動などで定期的に公民館などを利用す
る場合は、「自主グループ登録申請書」を提出
する必要があります。
詳しくは、市内公民館または生涯学習課へご
連絡ください。
長年のスポーツ振興の功績が讃えられ、
江田島市体育指導委員協議会が、全国優良
団体表彰を受賞し、大方会長に感謝状が贈
呈されました。
体育指導委員とは
スポーツ振興のため、市民に対し、ス
ポーツの実技の指導その他スポーツに関す
る指導・助言を行っています。

1

21

授賞式後の長沼さん
（左）と藪下さん

児童・生徒に問題解決の方
法の習得と創造力の育成を目
的として、第 回広島県科学
賞が行われました。
県内の小・中・高等学校か
ら６万２１９８点の応募があ
り、大古小学校が広島県議会
議長賞を受賞しました。
特選は、アラムシロガイと
ホソウミニナの生息場所や生
態を調べた同校５年長沼 沙
弥さん・藪下 真衣さんの

優良団体表彰を受賞

30

教育委員会
だ よ り
平成22年度公民館等
自主グループ登録を受付
おめでとうございます

⑳


教育委員会だより
教育委員会だより

出生

12月15日受付分まで（地区別50音順・敬称略）
掲載を希望される場合は、秘書広報室まで

江田島町
おざわ

ま

小澤

り

茉莉（中央・11月25日）

はぎわら

めぐみ

お

の

小野

ふかわ

萩原 恵（大原官有地・11月7日）府川
能美町
なかむら

と

こうよう

向陽（切串・11月19日）
じゅな

樹奈（切串・12月２日）

あ

中村 永愛（鹿川・12月３日）
沖美町
いまい

すずね

今井 涼音（畑・11月16日）
大柿町
おき

かんな

沖

柑菜（小古江・11月15日）

かわもと

川本
み

な

ゆ

と

め

おきい

沖井

しんさわ

結愛（飛渡瀬・12月７日）新澤

三奈戸

としひろ

やまもと

俊宏（柿浦・11月14日）山本

死亡

れつ

烈（大原・11月19日）
ほ

か

帆の花（大原・11月24日）
みやび

雅（小古江・11月27日）

11月１日～30日分（地区別50音順・敬称略）

掲載を希望されない場合は、秘書広報室まで
江田島町
伊藤 幹雄（小用・61歳）
奥田 義雄（切串・68歳）
金本 秀樹（中央・65歳）
河内 節三（中央・90歳）
久保田 久美子（切串・82歳） 小西 久代（鷲部・98歳）
坂田 幸信（宮ノ原・72歳）
住本 ハツミ（秋月・93歳）
中下 雅直（小用・89歳）
西村 ミサヱ（小用・84歳）
古本 久子（切串・97歳）
松岡 弘子（宮ノ原・65歳）
道口 タマヱ（秋月・89歳）
山﨑 澄男（津久茂・78歳）
山下 新一（宮ノ原・97歳）
脇家 護（江南・78歳）
能美町
朝田 勝（中町・85歳）
生田 好子（中町・88歳）
漁 喜三郎（中町・55歳）
小方 トシコ（高田・86歳）
鍵本 玉枝（高田・95歳）
川本 伯美（高田・85歳）
島田 哲男（中町・71歳）
船田 春枝（中町・63歳）
部谷 成之（高田・83歳）
丸本 隆義（中町・82歳）
森野 千鶴枝（高田・85歳）
芳川 敏子（中町・87歳）
四辻 美代子（鹿川・83歳）
沖美町
神川 キヨノ（岡大王・93歳） 小林 静香（是長・75歳）
鈴木 良壯（三吉・58歳）
土橋 孝子（高祖・76歳）
大柿町
金村 義一（大原・74歳）
川端 スミ子（大原・78歳）
神田 隆雄（飛渡瀬・96歳）
倉田 芳郎（大原・86歳）
棚崎 定雄（大原・81歳）
中本 直邦（深江・66歳）
初島 こずえ（飛渡瀬・38歳） 平見 ちよか（大君・99歳）
安原 秀子（大原・65歳）

寄付

ありがとうございました

一般寄付として
奨学金として

有限会社
四辻

（敬称略）

夢海道江田島（江田島町小用）

徳三（能美町鹿川）

社会福祉費寄付金として

増川

三高中学校への物品として

永子（江田島町鷲部）

財団法人三高会（沖美町三吉）

人口と世帯数
江田島
能 美
沖 美
大 柿
全 体



男性
5,230
2,761
1,817
3,879
13,687

女性
5,274
3,131
1,961
4,266
14,632

計
10,504
5,892
3,778
8,145
28,319

世帯数
5,342
2,693
1,917
3,813
13,765

(外国人登録者を含む・平成21年11月30日現在)

当番医 ( 日程は変更することがあります )
問保健医療課健康推進係

図書館カレンダー(１月)
日

月

火

水

木

☎（４０）３２４７

１日㈷森藤医院（江田島町切串） ☎（44）1156
長坂医院（大柿町深江）
☎（57）2036
２日㉁吉田病院（江田島町津久茂）☎（42）1100
堀澤クリニック（能美町高田）☎（40）2112
３日㉁青木病院（江田島町中央） ☎（42）1121
浜井医院（大柿町柿浦）
☎（57）2008
10日㈰眞次医院（江田島町小用） ☎（42）0101
砂堀医院（能美町中町）
☎（45）3333
11日㈷水口医院（江田島町中央） ☎（42）0018
長坂医院（大柿町深江）
☎（57）2036
17日㈰森藤医院（江田島町切串） ☎（44）1156
澤医院（大柿町小古江）
☎（57）2003
24日㈰吉田病院（江田島町津久茂）☎（42）1100
長尾医院（沖美町三吉）
☎（47）0204
31日㈰青木病院（江田島町中央） ☎（42）1121
大井（征）医院（大柿町大原）☎（57）6500

相談
心配ごと相談（午後１時～３時30分）
問社会福祉協議会 ☎（４０）2501
７日㈭ 農村環境改善センター
14日㈭ 大柿老人福祉センター
16日㈯ 三高支所
21日㈭ 農村環境改善センター（全体相談日）
28日㈭ 江田島公民館
ふくし・かいご巡回相談（午後１時30分～３時30分）
問障害者生活支援センター☎（５７）２２１５
地域包括支援センター ☎（４０）３５７１
20日㈬ 沖美公民館（三高）
22日㈮ 高田公民館
※詳しくは、14ページをご覧ください。

市税などの納期限

２月１日㈪
国民健康保険税（７期）
後期高齢者医療保険料（７期）
介護保険料（７期）・保育料（１月分）
住宅使用料（１月分）・下水道使用料（５期）
下水道受益者負担金（４期）
市税などは、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。
【訂正とお詫び】
「広報えたじま」第62号９ページの叙勲受章の記事中、
松木 康夫さんと山下 潔さんの受章名を「瑞宝単光
章」と表記していましたが、正しくは「瑞宝双光章」
でした。訂正してお詫びします。

金

土

１
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５

６

７

８
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20

21
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24/31 25

26
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28
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江田島図書館

開館時間
江田島図書館・能美図書館・
大柿公民館図書室（日曜日
以外）
午前９時30分～午後７時
大柿公民館図書室（日曜日）
午前９時30分～午後５時
■…共通休館日
■…江田島図書館休館日
■…能美図書館・大柿公民
館図書室休館日

１月 の催し

ご存知でしたか⑤

能美図書館
国民読書年記念企画 ５日㈫～６月30日㈬
○私の１冊・日本の１００冊展…貸し出し可・冊子も用意
しています。
○私の心に残る一冊…市民を中心に寄せられた「心に残る
一冊」を紹介した冊子です（持ち帰り可）。
ＬＰクラシック鑑賞会 10日㈰午後２時～スメタナ「モルダ
ウ」・ロドリーゴ「アランフェス協奏曲」
お は な し 会 16日㈯午前10時30分～
絵
本
の
会 14日㈭午前10時～テーマ『ハト・鳩』
カ ン ガ ル ー く ら ぶ ９日㈯午前10時30分～
ふ れ あ い 広 場 17日㈰午後２時～バルーンアート・
風船で作ろう・動物、花…～
ね っ こ ぼ っ こ 23日㈯午後１時30分～『おひなさま』
アート～心のステップワーク～ 21日㈭午前10時～
ＮＬＳ（能美図書館シンフォニー） 23日㈯午後７時～

大柿公民館図書室
おはなし村（えほんのよみきかせ） ９日㈯午後２時～
本 を 楽 し む 会 10日㈰午後２時～
本の世界で遊ぼう！ 20日㈬午後４時～

図書館利用者に
読書ノートを配布

新 刊 案 内（一部）

江 田 島 図 書 館 ☎(42)1417
能 美 図 書 館 ☎(45)0075
大柿公民館図書室 ☎(57)3071
図書館の利用方法をご案内

えほんとおともだち 8日㈮午前10時30分～
百 年 小 説 読 書 会 16日㈯午前11時～樋口一葉「わかれ道」
子 ど も の 広 場 24日㈰午前10時30分～

江田島図書館から

図書館
だより

文庫本・新書版もあります
「図書館の本は、大きくて持ち運び
に不便」と感じる人もいるのではない
でしょうか。そんな人には、小さいサ
イズの本はいかがでしょう？通勤・通
学途中の読書に便利です。まだあまり
置いていませんが、これから増冊する
予定です。
また、文庫本より少し大きな新書版
もあります。このようなサイズの図書
も、お気軽にご利用ください。
なお、図書館では文庫本や新書版の
書籍の寄贈を随時受け付けています。

能美図書館から

児童文学誌『小鳥』
（第５号）発刊
各公民館・図書館・支
所などにおいています。

江田島図書館では国民読書年に合わせて、１月から図書館利用者
に読書ノートをお配りしています。読んだ本をこのノートに記録し
ていきましょう。あなたも今年１年間、読書の目標を決めて挑戦し
てみませんか。

※書名の次の（ ）は所蔵図書館。
(江)…江田島図書館、(能)…能美図書館、(大)…大柿公民館図書室

江
上（江）………………………田淵 久美子
ヤッさん（江）………………………………原 宏一
離婚と子どものこころ（江）……ニール・カーター
くらべる図鑑（江）………………………加藤 由子
はじめましてトーマスシリーズ（江）………ＤＶＤ
ＳＯＳの猿（能）…………………………伊坂幸太郎
静人日記（能）………………………………天童荒太

『坂の上の雲』と司馬史観（能）…………中村 政則
更年期障害（能）……………………………水沼 英樹
霧の森となぞの声（能）………………………岡田 淳
月夜のでんしんばしら（大）………………宮沢 賢治
「フランスの美しい村」全踏破の旅（大）…吉村 和敏
ふところ「１リットルの涙」母子物語（大）…木藤 潮香
ニサッタ、ニサッタ（大）…………………乃南 アサ
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カキ殻を使った作品。白く白濁したその
模様は、カキのむき身を思わせる色合い
に仕上がります。
カキ殻を使って陶器製作

号（毎月１日発行）

作品にこめる
江田島への
想い



「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

ほっとひといき

新年明けましておめでとう
ございます。今年も「広報え
たじま」をよろしくお願いい
たします。
正月の楽しみの一つは、こ
たつに入ってみかんを食べな
がら、友人や恩師からの年賀
状を読むこと。最近では、パ
ソコンなどで凝ったものを簡
単に作れるようになりました。
それにかまけて、私はプリン
タで印刷だけ行い、直筆では
何も書かずに送ることもしば
しばです。
しかし、ある雑誌を読んで
いると「…年賀状は、見栄え
のいいものを簡単に作れるよ
うになった。しかし、そこに
『心』はあるだろうか？…」
と耳の痛い文章が。何のため
に年賀状を出すのだろう？何
も考えず、ただ送るだけに
なっていたのではと反省した
ところで、広報でも同じだと
はっとしました。なんのため
に広報紙を発行するのか？掲
載している文章に、伝えたい
という「心」は込められてい
るだろうか。まだまだ力不足
だけれど、気を引き締めて頑
張ろうと思います。

編集 江田島市総務部秘書広報室
☎ ０８２３（４０）２７６３
０８２３（４０）２０７２

沖山さんが２年前から製作
のが特徴です。
している、カキ殻を使った陶
この作品の根底にあるのは、
器。島ならではの作品を作っ
生まれ育った江田島への想い。
てみたらと助言され、試行錯
「私が住んでいる所は地理的
誤の末に完成しました。カキ
に不便なところかもしれませ
殻はそのまま使うのではなく、 んが、ここから離れて別の場
ゆうやく
焼いて灰にしてから釉薬（器
所に住む気はまったくないで
の表面にかける薬品）として
す。それは、この島にある海
使います。土の種類にもより
や山などの自然が大好きだか
ますが、カキ殻を使うと白く
ら。私は江田島大好き人間で
のぎめ
ゆうやく
白濁した兎目（兎の毛のよう
すね。釉薬にカキ殻を使うの
な細い線状の模様）ができる
も、そうすることで江田島を
ＰＲしたり、まちおこしの
きっかけになったりすればと
思ったからです」と沖山さん。
江田島市外への出張販売や
市外からの来客の際は、必ず
江田島のことを話すそうです。
「もっとみんなに江田島を
知ってもらいたい。何回でも
来てもらいたいし、住んでみ
てほしいと思っています。そ
のためには、私自身がもっと
深く江田島のことを知らなく
てはいけないので、機会があ
ればいろいろな人から話を聞
いています。江田島市を活気
あふれるまちにするために、
自分にできることを少しずつ
していきたいですね」と話し
ていました。

努さん（江田島町宮ノ原）

沖山

切串小学校、切串中学校、広島県立舟入高校を経て京都芸
術短期大学へ。その後二代目勝尾青龍洞に師事し、陶芸を
修行。帰郷後、平成３年に江田島町宮ノ原で開窯。

発行 江田島市
〠７３７ ２
-３９２
広島県江田島市能美町中町４８５９番地９
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