２月16日～３月1５日届け出分

おめでとうございます

すこやか

「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
ひら た

よし の

平田 美乃（中央・２月６日）
能美町
まるしま

み

４月の当番医

（地区別50音順・敬称略）

こ

もりわき

２日㈰ 川崎医院（能美町鹿川）
診療時間：午前10時～午後５時

☎(45)2031

９日㈰ 大君浜井病院（大柿町大君）
診療時間：午前10時～午後５時

☎(57)5678

23日㈰ 青木病院（江田島町中央）
診療時間：午前９時～午後５時

☎(42)1121

「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。

29日㈷ 長尾医院（沖美町三吉）
診療時間：午前10時～午後５時

☎(47)0204

30日㈰ 砂堀医院（能美町中町）
診療時間：午前10時～午後５時

☎(45)3333

おくやみ

（地区別50音順・敬称略）

江田島町
諭（切串・65 歳）

志茂千鶴子（江南・85 歳）

住岡 宏一（中央・62 歳）

瀬戸垣内ミヤノ（鷲部・100 歳）

橘

正行（切串・91 歳）

中村スメコ（小用・86 歳）

福島 俊三（切串・86 歳）

藤原 英子（小用・75 歳）

松岡すぎえ（宮ノ原・59 歳）

松㟢ユリ子（宮ノ原・93 歳）

森田 春子（切串・96 歳）

森本スガ子（宮ノ原・73 歳）

能美町
相野田弘子（中町・94 歳）

池邉 重美（中町・74 歳）

平 紘一（中町・73 歳）

中野サカヱ（中町・93 歳）

平

勝利（鹿川・73 歳）

槇原信太郎（高田・46 歳）

四辻 忠司（鹿川・64 歳）

4 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
４ 日㈫ 農村環境改善センター
11日㈫ 大柿公民館
18日㈫ 沖美市民センター
25日㈫ 江田島公民館

火

災

14

26

年金

濵先 篤 （柿浦・80 歳）

濵先 数美（柿浦・93 歳）

樋口 敬子（深江・78 歳）

森中 則子（大原・86 歳）

山根クマヨ（大原・98 歳）

山野 栁子（大原・82 歳）

山本 数美（柿浦・75 歳）

寄附

平成29年２月28日現在

人口と世帯数 （外国人市民を含む）
江田島
能 美
沖 美
大 柿
全 体
(前月比)

男性

女性

計

世帯数

4,376
4,377
8,753
4,762
2,528
2,758
5,286
2,615
1,658
1,635
3,293
1,807
3,428
3,704
7,132
3,592
11,990 12,474 24,464 12,776
（△33） （△38） （△71） （△25）

広報えたじま

平成29年4月

口座振替

ありがとうございました

（50音順・敬称略）

介護予防事業支援として 百歳体操用重錘バンド等
龍
昌平（大柿町飛渡瀬）
ふるさと寄附金として

池本 隆司（兵庫県芦屋市）石原 昌水（江田島市）
小林 洋 （福岡県福岡市）斉藤 公亮（大阪府大阪市）
高野 由博（群馬県高崎市）髙部 智哲（東京都世田谷区）
武井 悟 （東京都品川区）椿
弥稔（宮城県仙台市）
長野 治和（東京都豊島区）羽田 悦子（広島市中区）
福井 英人（沖縄県中頭郡）松本 幸男（広島市安佐北区）
馬渡 正明（福岡県福岡市）水谷田鶴子（岐阜県羽島市）
山尾 省太（兵庫県小野市）

割引額

２年

37万８,３２０円 １万５,６４０円

１年

19万３,７３０円

４,１５０円

６カ月 ９万７,８２０円

１,１２０円

１カ月 １万６,４４０円

５０円

２年
現金納付
１年
クレジット納付

37万９,５６０円 １万４,４００円
19万４,３７０円

３,５１０円

６カ月 ９万８,１４０円

８００円

29

手続きに必要なもの
年金手帳、口座振替する通
帳、印鑑（口座届出印）
※所得が少ない、失業したな
どの理由で納付が難しい場合
は、保険料免除制度もありま
す。
※口座振替およびクレジット
カードによる６カ月（４月～
９ 月 ）、 １ 年 お よ び ２ 年 前 納
のお申し込み期限は毎年２月
末までとなっています。
現金納付については、４月
中 で あ れ ば 手 続 き 可 能 で す。
月～翌年３月までの６カ月
前納の申し込み期限は８月末
です。

龍 とく子（飛渡瀬・90 歳）

問子育て支援センター
☎（４２）２８５２
問都市整備課
☎（４３）１６４７

前納額

29

年度国民年金保険料月額

二反田幸雄（深江・68 歳）

保育料
（４月分）
住宅使用料
（４月分）

納付方法 前納期間

平成

豊島 豊子（柿浦・71 歳）

平成29年度前納額

平成 年度の国民年金保険
料額が決定しました。

出海惠美子（大君・85 歳）

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。

だより

問 市民生活課 ☎（４３）１６３４・広島南年金事務所 ☎０８２（２５３）７７１０

保険料の前納制度

竹田 徹男（大君・84 歳）

５月１日㈪

保険料を一定期間分まとめ
て納付（前納）すると、保険
料が割引になる制度がありま
す。また、納付書よりも口座
振替による納付のほうが、割
引額が大きくなっています。

杉田タカミ（飛渡瀬・73 歳）

市税などの納期限

口座振替の方法

大柿町

￥

▼１万６４９０円
※昨年度から２３０円引き上
げとなりました。

薮㟢 正子（是長・75 歳）

手続きを行う場所
市役所本庁、各支所、年金
事務所

沖野 金子（三吉・83 歳）

１件(１件)

救 急 131件(286件)
※かっこ内は平成29年１月
からの累計

平成29年度国民年金保険料について

沖美町



※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。

☎（４５）４７３９

火災・救急件数

林野火災防ぎょ消防
大訓練を実施

⻆増 明男（切串・49 歳）

● 能美出張所

平成29年２月１日～28日

２月 日㈰、沖美町の砲台
山において大規模な山火事
が 発 生 し た 想 定 で、 市 消 防
本 部、 市 消 防 団、 防 災 機 関 
（海上自衛隊呉弾薬整備補給
所、 在 日 米 陸 軍 秋 月 弾 薬 廠、
江田島警察署、広島市消防局）
が合同で消防訓練を行いまし
た。
鹿田公園に現地指揮本部を
設け、約１１０人が協力して
山頂までホースを延ばし、放
水を行いました。
山火事の原因で一番多いの
は、たき火の不始末です。こ
れから空気が乾燥し、火災の
発生しやすい季節です。火の
元、火の取り扱いには十分注
意してください。

内村

☎（４０）０１１９㈹

火災などのお問い合わせは☎（４２）３１１９へ

▶放水を行う訓練参加者

石本トシ子（宮ノ原・93 歳）

消防つうしん

● 消防本部・消防署

「島の病院おおたに」で
開院前の消防訓練を実施

16日㈰ 島の病院おおたに（能美町中町） ☎(45)0303
診療時間：午前10時～午後５時

２月１日～28日届け出分

ご冥福をお祈りします

火災・救急・救助は１１９番

☎（４３）１６３９

２月 日㈫、能美町中町に
開院する
「島の病院おおたに」
において、病院職員、市福祉
保健部、消防団、消防本部が
参加し、消防訓練を行いまし
た。
病院職員は、通報、初期消
火、避難誘導を、消防職団員
は、救助、放水訓練を実施し
ました。また、消防用設備や
避難階段の位置等、施設の確
認を行い、大変、有意義な訓
練となりました。
今後も、各関係機関が一致
協力して、災害に強いまちづ
くりの構築を目指します。

紬（高田・３月４日）

問保健医療課

▶訓練の様子

丸島 海恋（中町・２月９日） 森脇

つむぎ

※日程は変更することがあります。
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