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～オリーブ冠、世界へ!！～

世界フィギュアスケート国別対抗戦

▲表彰式の様子（左からフランシス ブードロ・オデ選手、須藤澄玲選手、羽生結弦選手、三原舞依選手、宇野昌磨選手、
樋口新葉選手、クリス・リード選手、村元哉中選手）写真提供：公益財団法人日本スケート連盟（本写真、表紙写真）

輝くオリーブ冠

世界フィギュアスケート国別対抗戦表彰式

▲浅田真央さんと明岳（あきおか）市長

オリーブの花言葉は、
「平和・勝利・やすらぎ・
知恵」
。いずれもすてきな言葉です。
本市で栽培したオリーブの枝を編んだオリー
ブ 冠 が、 国 立 代 々 木 競 技 場 で 開 催 し た 世 界 フ ィ
ギュアスケート国別対抗戦の表彰式で使われる
こ と に な り、 ４ 月 日 ㈯ の 表 彰 式 で 優 勝 チ ー ム
である日本選手団に贈られました。
本 市 で は、 平 成 年 か ら、 全 国 都 道 府 県 対 抗
男子駅伝競走大会の優勝チームにオリーブ冠を
贈 っ て き ま し た が、 今 回 が 初 の 国 際 大 会 で の 採
用 と な り、 本 市 の オ リ ー ブ を 広 く ア ピ ー ル す る
ことができました。
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浅田真央さんにオリーブ冠が
贈られました

４月 日㈭に開
催された公益財団
法人日本スケート
連盟表彰式で、同
団体の橋本聖子会
長から長年の功績
を称え特別功労表
彰された浅田真央
さんに、本市のオ
リーブ冠が贈られ
ました。

オリーブ冠を使って、国内・世界に向けて「江田島市」をアピール。本市では、３年後の東京オリンピック・パラリンピッ
クでのオリーブ冠採用を目指しています。オリーブ冠で協力させていただく中で、本市の名産である、お酒、カキ、柑橘、
ちりめん、キュウリ、トマト、菊、スイートピー、カーネーションなど、多くの江田島ブランドを発信し、販路拡大に
つなげていきたいと考えています。
江田島市長 明岳（あきおか）周作
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▲オリーブ冠をかぶる橋本聖子会長（左か
ら須藤澄玲選手、宇野昌磨選手、橋本聖子
会長、三原舞依選手、羽生結弦選手）

広報えたじま
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江田島市の地域おこし協力隊と
なって カ月が経ちました。１年を
振り返るとともに、２年目の展望を
書いてみます。
「知る」→「好きになる」１年目
神奈川から江田島市に移住したわ
たしにとっては、江田島市のすべて
が「 新 し い こ と 」 で し た。 で す か
ら、まずは「知ること」が活動の初
歩となりました。江田島市を知るこ
と、人を知ること、そして、オリー
ブを知ること。そんな新米なわたし
でしたが、幸いなことに、視察対応
などで「江田島市を紹介」する機会
がいくつもありました。江田島市の
こと、人のこと、オリーブのことな
どを紹介していると、どんどん好き
になっている自分がいました。江田
島愛、そして、オリーブ愛です。
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リーブもしばしば目にします。枯れ
ている原因は、大きく２つ考えられ
ます。水はけの悪い土壌と、オリー
ブアナアキゾウムシという害虫の存
在です。オリーブの樹がどのような
環境を好むのか、害虫はどこに、ど
んなふうに発生するのか。そうした
「 栽 培 情 報 」 が、 ま だ ま だ 市 民 の 皆
さんに広まっていない現状を痛感し
ています。
「畑をどんどん訪ねます」
今年のわたしの活動テーマは、「こ
ちらからどんどん出向いていくこ
と 」。 市 内 で オ リ ー ブ を 栽 培 し て い
る生産者さんを訪ね、一緒に樹を見
る活動を行っています。栽培方法や
虫のこと、農薬や収穫の話のみなら
ず、島の歴史や地域の特性など、た
くさんのお話を聞かせていただける
「 訪 問 活 動 」 が、 わ た し は と て も 大
好きです。オリーブで困っているこ
とがありましたら、いつでもオリー
ブ振興室にお電話ください。オリー
ブ振興室☎（４３）１６４３

農園もスタートです。自分の畑だか
らこそできるチャレンジを、たくさ
んしていく予定です。自然の豊かさ、
そして厳しさを全身で感じ、失敗か
らも多くを学べる人間になりたいと
思っています。

「オリーブで輝く江田島市へ」
。活動
２年目となるわたしも、引き続き頑
張ってまいります！

▲峰尾農園（仮）にて

▲わたしの畑から見える夕日です
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オリーブがどこにあるかを「知る」
平成 年度末時点で、江田島市内
には１万２６００本のオリーブが植
えられていました。そのオリーブた
ちが市内のどこにあるか、どんな環
境に植えられているのか。それを「知
る」ことが、オリーブ隊としての大
切な活動となりました。

自分でも畑をスタート
２月から自分でも畑をスタートし
ました。しばらく畑を探していまし
たが、沖美町にある耕作放棄地を借
りることがかないました。草刈りや
土づくり、そして植えつけ作業に励
みました。市から購入した 本のオ
リーブ苗木とともに、わたしの個人

平成29年6月
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facebookで情報を発信しています。
「江田島市地域おこし協力隊」で検索!!

「知る」→「広めていく」２年目へ
わたしの役割は「オリーブ栽培技
術指導員」です。江田島市内を回っ
ていると、残念ながら枯れているオ

80

シリーズ連載 その13

つむぐ通信

「つむぐ通信」では、４人の地域おこし協力隊員が、月替
わりで活動内容やイベントなどのお知らせ、地域おこし
に関する企画や提案を紹介していきます。
【江田島市地域おこし協力隊（写真左から）】

オリーブ栽培技術指導員 峰尾 亮平
ブランド請負人 永田 秀平
移住促進支援員 後藤 峻
今月は峰尾 亮平さん
オリーブ普及員 西村 京子

６月は「食育月間」、毎月19日は「食育の日」!
国は、６月を「食育月間」
、毎月19日を「食育の日」と定め、
「食育」を推進しています。
「食育」とは、健康的な生活を送るために、様々な経験を通じて「食」に関する知識と
バランスのよい「食」を選択するための力を「育む」ことです。
この機会に「食」について考え、家庭で「食育」を実践してみましょう！！
問保健医療課 ☎（４３）１６３９

え
た

笑顔で楽しく食べよう！～食育・共食の普及～
家族や友人と一緒に、食卓を囲み、コミュニケーションをとりな
がら食事を楽しみましょう！

正しく、食べよう！～健康のための食育の推進～
食事は１日３回、主食・主菜・副菜を揃えて食べましょう！
自分に望ましい食事量や運動で、健康づくりを実践しましょう！

じじ
ま
し

地元のいいもの、再確認！～地産地消の推進～
本市の豊かな食を味わう機会を大切にし、食材が持っている「味」
や「おいしさ」を楽しみましょう！

町の食文化を見直そう！～食文化の継承～
本市の食文化(行事食や伝承料理)を、家庭の食事に取り入れ、次
世代へ継承する機会を持ちましょう！

食の魅力を体験しよう！～食育に関する体験学習～
食に関する様々な体験を通して、自然の恵みに感謝し、食を大切
にする心を育てましょう。

広島県がん対策推進条例の「受動喫煙防止対策」により

飲食店などの店舗での喫煙の可否表示が義務化されています！
県が作成した「表示用ス
テッカー」を本庁２階保健
医療課で配布しますので、
飲食店、物品販売店舗にお
いてご利用ください。

問保健医療課
☎（４３）１６３９
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～森・里・海のつながりに思いを巡らせながら自然を体感！～

江田島 SEA TO SUMMIT 2017 開催のお知らせ

問観光振興課☎（４３）１６４４

江田島市の魅力と自然の大切さを体感することを目的に「江田島 ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ ２０１７」

を開催します。「ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ」は全国12カ所で開催され、全国から多くの選手や関係者が集
まる環境スポーツイベントです。市民の皆さんもイベントに参加できますので、ぜひお越しください。

６月17日㈯ 環境シンポジウム＜沖美ふれあいセンター＞【無料】午後２時～
午後２時～ 開会式
午後２時10分～ 基調講演：「ふるさとの川からまちづくり」
中坪 孝之さん（広島大学教授 半尾川再生まちづくり倶楽部代表世話人）

北極スバールバルの陸上生態系研究のプロジェクトリーダーとして研究を
牽引する一方で、河川を中心とした身近な自然環境の保全についても研究
を進めてきた。東広島市を中心に、地域の環境活動にも深くかかわってお
り、現在は「半尾川再生まちづくり倶楽部代表世話人」なども務めている。
午後３時～ 活動報告：「広島湾岸トレイルの取り組み」
田川 宏規さん（広島湾岸トレイル協議会会長）
その他出演：辰野 勇さん（モンベルグループ代表）

中坪孝之さん

６月18日㈰ 大会（アクテビティ）＜サンビーチおきみ＞午前６時50分～
午前６時50分～ 開会式・大会（アクテビティ）

☆カヤック：約10ｋｍ サンビーチおきみ → 小黒神島 → サンビーチおきみ

☆自 転 車：約23ｋｍ サンビーチおきみ → 三高→ 市役所能美支所 → 呉農協鹿川支店前 → サン
ビーチおきみ

☆ハ イ ク：約５ｋｍ サンビーチおきみ → 三高山（砲台跡）頂上
午後２時～ 閉会式

★同時開催 カヤック・ＳＵＰ体験【当日受付可】
時間 午前10時～正午
料金 ５００円（傷害保険料含む）
お問合せ
江田島カヌークラブ 玉山０９０（６４８３）４７２５
※海に入れる服装でお越しください。
飲食・販売コーナー
・江田島地鶏のから揚げな
どの軽食コーナー
・江田島産フルーツサワー
やもみじ饅頭などの販売

体験コーナー
・竹細工コーナー
など
※一部有料

大会の運営にご協力をお願いします
６月18日㈰、自転車区間（午前８時～正午頃）を通行される方は、選手の通行などにご注意いただ

くとともに、大会運営にご協力をお願いいたします。
※交通規制は行いません。
5 広報えたじま
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長年にわたり各分野の進展に尽くされた功績がたたえられ、次の方々が受章
されました。（写真は承諾をいただいた方のみ掲載しています）
瑞宝双光章 金子順一さん（元海上自衛官・江田島町津久茂）
瑞宝単光章 今田裕一さん（元市消防団長・沖美町岡大王）
瑞宝単光章 山中為吉さん（元防衛技官・江田島町切串）

金子順一さん

おめでとうございます

春の叙勲・
褒章を受章

今田裕一さん

４月24日㈪ 地域おこし協力隊

市職員に活動報告

市役所本庁で、江田島市地域おこし協力隊の隊員
が、市職員向けに「地域おこし協力隊ブリーフィン
グ」と題して、平成28年度の活動報告を行いまし
た。
報告会では、移住促進支援員の後藤峻さん、オ
リーブ栽培技術指導員の峰尾亮平さん、オリーブ普
及員の西村京子さんが、協力隊みんなでの活動と、
個別のミッションでの取り組みを説明し、今後の展
望を話しました。
隊員らは、「江田島市を盛り上げていくためには、
市職員との連携が必要であり、今回、自分たちの活
動を知ってもらったことで、また広い枠組みでの活
動につなげていきたい」と話し、参加した職員は、
「非常に熱心に、情熱的に活動していることに驚い
た。発想も柔軟なので、自分たちの仕事も知っても
らい、連携して市の活性化につなげていきたい」と
話していました。

５月16日㈫ 行政相談委員

感謝状が贈呈されました

中国四国管区行政評価局長から、行政相談委員と
して行政サービスに関する相談の解決などに尽力し
ていただいたとして、田丸正実さん（能美町中町）
および佐々木勉さん（沖美町是長）に感謝状が贈呈
されました。

田丸正実さん

佐々木勉さん

４月21日㈮ 飛渡瀬地区

大空を泳ぐこいのぼり

▲活動報告を行う地域おこし協力隊員

飛渡瀬保育園の園
児32人が、飛渡瀬
橋付近に揚げられた
こいのぼりを見学し
ました。このこいの
ぼりは、「飛渡瀬こ
いのぼりの会」が中
心となって毎年揚げ
られています。園児
たちは、自分の作っ
たこいのぼりを見つ
けたり、「こいのぼ
り」の歌を大声で歌
いました。
▲こいのぼりを指差す園児たち
広報えたじま
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５月４日㈭〜5日㈮ 大柿高校カヌー部１年生が快挙！

中国カヌーレガッタ高校男子カナディアンペアで３位入賞

八千代湖カヌー競技場（安芸高田市）で行われた第
38回中国カヌーレガッタで、大柿高校１年生の岩本
和仁君（大柿町大原）、太田瑞樹君（大柿町飛渡瀬）
ペアが３位入賞を果たしました。
２人は、「レー
ス中は前だけ見て
漕ぎ切った。たく
さんの人の応援が
力になり、感謝の
気持ちでいっぱい
です」と話してい
▲入賞した太田君（左）
、
岩本君（右） ▲カヌー部と関係者の皆さん
ました。

５月９日㈫ 赤ちゃん先生プロジェクト

高齢者施設での連続開催は県内初！まほろばの里沖美で開催

まほろばの里沖美で、入居者の方たちと赤ちゃん先
生が触れ合いました。一緒に手遊びをしたり、歌を
歌ったり、楽しい時間を過ごしました。この赤ちゃん
先生プロジェクトを展開する「ママの働き方応援隊広
島東校」の松本清
美さんは、「他世
代交流が増えれば
地域が元気になる。
地域の活性化に繋
げたい」と話して
いました。
▲赤ちゃん先生と講師の皆さん
▲赤ちゃん先生と触れ合い。笑顔がたくさん見られました

ゆめタウン江田島で音楽を！

各学校吹奏楽部が演奏

大柿高校
６月４日㈰①午前11時～②午後１時～
音戸中学校 ６月11日㈰①午前11時～②午後１時～
※５月28日㈰には江田島中学校が演奏しました。

江田島警察署通信 第 10 号
～ＡＴＭの利用制限について～

３月19日㈰ 建立式

「愚痴聞き地蔵」と話してみませんか？
畑本博敏さん（大柿町
深江）が建立した「愚痴
聞き地蔵」の建立式があ
りました。
畑本さんは、「笑顔が
集う癒しの場になれば嬉 ▲愚痴聞き地蔵
しい。三河からはるばる
●愚痴聞き地蔵
㈲松本商店●
やって来た優しいお顔の
お地蔵さまです。いつで
作成中
●長坂医院
も愚痴を言いにきてくだ
さとうみ ●深江新聞販売所
さい」と話していました。宗顕寺
●
科学館●
▲案内図
●江田島市役所

大柿自然環境体験学習交流館・さとうみ科学館

平成29年３月21日から、広島信用金庫、呉信用金庫、しまなみ信用金庫、広島み
どり信用金庫では、還付金詐欺の防止のため、同金庫の預金者のうち70歳以上でか
つ過去1年間のキャッシュカードによる振込をしたことがない方については、キャッ
シュカードによるＡＴＭでの振込ができなくなっています。（振込は窓口で対応）
金融機関におけるＡＴＭの利用制限の取組は、還付金詐欺の被害防止のため、警察からの要請により実施されて
おります。ご理解とご協力をお願いします。
江田島警察署 ☎（４２）０１１０
7 広報えたじま
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イノシシに出会ったときは
近年、民家付近にイノシシの出没情報が多く寄せられて
います。イノシシに出会ったときは、次の事に注意してく
ださい。
○何もしてこないようなら放っておいてください。大抵
は何もせずに通りすぎます。
○近づいてきた場合は、慌てずにゆっくりと後ずさりし
てください。急に動くと、イノシシも驚いて襲ってく
ることがあります。
○棒などで追いかけたり、石などを投げないでください。
恐怖のあまり逃げ出したイノシシが、周りの人を襲っ
てくることがあり危険です。
○イノシシの子ども（うり坊）を見かけても、かわいい
からと近づいたり追いかけたりしないようにしてくだ
さい。近くに、お母さんイノシシがいることがありま
す。
○エサを与えないでください。イノシシにエサを与える
と、民家の近くに居着いてしまう可能性があります。
この事に注意して、なるべく音の鳴るもの（すずなど）
を持って、人間がいることをイノシシに知らせましょう。
また、ごみ出しマナーを守らないと「餌付け」になりま
すので注意してください。

心配ごと

ウロウロしていて怖い
遭遇したらどうしよう

困りごと

作物を食べられる
掘り起こされる

イノシシ１１０番

（相談専用ダイヤル）
☎（４３）１６５２
受付時間：午前8時30分〜
午後5時15分

平成29年度農薬危害防止講習会について

問農林水産課

☎（４３）１６４２

本年度も農薬に関する正しい知識の普及を図ることを目的として、広島県による農薬危害防止講習会が開
催されます。（事前申込み不要、受講料無料）
また、本講習会終了後、午後４時から５時まで、本講習会の受講者のうち希望者については、広島県植物
防疫協会による広島県農薬適正使用アドバイザー認定試験を受験することができます。（事前申込み不要、
受験料１，０００円※当日徴収）
日程などは次のとおりです。
１ 講習会日程（広島市、呉市での開催日程）
月 日

時 間

６月６日㈫

午後１時30分～５時

６月20日㈫

午後１時30分～５時

※受け付けは、午後１時～１時30分

場 所

呉市中通１－１－２
呉市きんろうプラザ 大ホール３Ｆ
広島市中区千田町３－７－４７
広島県情報プラザ 第一・第二研修室

※２会場とも駐車場が少ないため、公共交通機関を利用してご来場ください。

２ 農薬危害防止講習会のお問い合わせ先
・広島県 薬務課
☎０８２（５１３）３２２２
・広島県 農業技術課 ☎０８２（５１３）３５８５
３ 広島県農薬適正使用アドバイザー認定試験に関するお問い合わせ先
・広島県植物防疫協会 ☎０８２（８４６）４７０５
広報えたじま
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狩猟免許（初心者）講習会・狩猟免許試験のご案内
問農林水産課

☎（４３）１６４２

平成29年度の狩猟免許（初心者）講習会および狩猟免許試験が猟友会および広島県の主催で開催されます。
江田島市では、イノシシ・カラス・アナグマなどによる農作物被害が深刻な問題になっています。これら
の鳥獣類は狩猟鳥獣に定められており、捕獲するためには狩猟免許および市の許可が必要になります。
イノシシ被害などでお困りの方は、『自分の農地は自分で守る！』という意識で、この機会にぜひ、狩猟
免許を取得してください。

狩猟免許（初心者）講習会（任意－主催：広島県猟友会）

受講は任意 問い合わせ・申込み先 広島県猟友会 ☎０８２（２２７）７８９０
開催日時
7月16日㈰
午前9時30分～
８月６日㈰
午前9時30分～
8月26日㈯
午前9時30分～

場所

講習内容

広島市安佐北区可部７－２８－２５ わな猟
広島市安佐北区民文化センター
第一、二種銃猟
広島市安佐南区中筋１－２２－１７ わな猟
広島市安佐南区民文化センター
第一、二種銃猟
安芸郡海田町南つくも町１１－１６ わな猟
海田町ひまわりプラザ
第一、二種銃猟

定員

申込締切日

50人

7月10日㈪

50人

7月31日㈪

50人

8月21日㈪

狩猟免許試験（主催：広島県）
問い合わせ・申込み先 広島県自然環境課野生生物グループ ☎０８２（５１３）２９３３
開催日時
６月16日㈮
午後１時～
７月23日㈰
午前９時～
8月17日㈭
午前9時～
9月３日㈰
午前9時～

場所

免許の種類

呉市西中央一丁目3－２５
呉庁舎第2庁舎11階大会議室

広島市中区基町１０－５２
県庁本館6階講堂（駐車場無し）
広島市中区基町１０－５２
県庁本館6階講堂（駐車場無し）
広島市中区基町１０－５２
県庁本館6階講堂（駐車場無し）

定員

申込締切日

50人

６月６日㈫

網猟、わな猟
120人
第一、二種銃猟

7月13日㈭

わな猟

網猟、わな猟
120人
第一、二種銃猟
網猟、わな猟
120人
第一、二種銃猟

８月７日㈪
8月24日㈭

狩猟免許更新（主催：広島県）
問い合わせ・申込み先 広島県林務第一課自然保護係 ☎０８２（２２８）２１１１
開催日時
7月3日㈪
午後1時～
7月18日㈫
午後1時～
7月19日㈬
午後1時～
8月7日㈪
午後1時～

場

所

広島市中区基町１０－５２
県庁本館６階講堂
呉市西中央一丁目３－２５
広島県呉庁舎第2庁舎11階大会議室
呉市西中央一丁目３－２５
広島県呉庁舎第2庁舎11階大会議室
広島市中区基町１０－５２
県庁本館６階講堂

免許の種類

定員

申込締切日

全種類

120人

6月23日㈮

全種類

70人

7月 7 日㈮

全種類

70人

7月 7 日㈮

全種類

120人

7月28日㈮

講習会および試験に申し込みを希望される方は、市役所農林水産課に必要書類がありますので、内容をご
確認のうえ各実施機関へ申し込み手続きを行ってください。

講習代金などに助成制度があります
市では、網猟、わな猟の初心者講習代金（７，０００円）、取得試験手数料（５，２００円）及び更新手数料
（２，９００円）を補助する制度があります。※（ ）内は平成28年度の実績です。
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宿泊施設の整備・運営者を公募中（お知らせ）
問産業企画課

☎（４３）１６４１

本市を象徴する宿泊施設である国民宿舎能美海上ロッジは、旧耐震施設であり、老朽化も著しいことから、
惜しまれながら本年３月31日をもって休館となりました。しかし、本市の将来像「協働と交流で創りだす『恵
み多き島』えたじま」を実現するため、平成３１年４月開業を目指し、民間の力を最大限活用し、そのノウ
ハウを施設整備と運営に生かして、ともに歩んでいただける民間事業者を募集しています。
補助金制度や参加資格など、詳しくは江田島市ホームページをご覧ください。
【問合せ先】江田島市産業部産業企画課 ☎（４３）１６４１

平成29年度経営所得安定対策のお知らせ

問江田島市農業再生協議会

☎（４３）１６４２

本年度も、経営所得安定対策が実施されます。これは主に、水田のフル活用を推進し、農業経営の安定、
食料自給率の向上などを目的とした水田農業などに関する対策です。

米の直接支払交付金

米の生産数量目標（配分面積）などに従って生産を行う販売農家・集落営農の主食用米の作付面積に対し
て、交付金が国から直接交付される制度です。
※平成28年産と同じ仕組みで実施されます（平成29年産まで実施。以後は廃止されます）。
交付対象者 米の生産数量目標に従って、販売目的で生産する販売農家・集落営農
対象面積 主食用米の作付面積から一律10ａを差し引いた面積
交付単価 ７，５００円／10ａ（全国一律）

水田活用の直接支払交付金

主食用米を作付けしない水田を活用して、戦略作物や地域振興作物などの生産を行う販売農家・集落営農
に対して、交付金を面積払いで国から直接交付される制度です。なお、県段階・地域段階（市段階）の地域
振興作物（その他作物）についても産地交付金として国から直接交付されます。
※平成29年度産からは一部見直しなどの変更点があります。
交付対象者 販売目的で対象作物を生産する販売農家・集落営農
対象作物
▶戦略作物に対する助成（全国一律）
…麦、大豆、飼料用米、米粉用米、加工用米、飼料用作物、ＷＣＳ用稲
※戦略作物の助成は、売り先を確保した上で取り組む契約栽培が条件となります。
▶その他作物に対する助成（県内一律：産地交付金）
…キャベツ、アスパラガス、ホウレンソウ、ネギ、ワケギ、トマト、キク、ブドウ、イチジク、コマツナ、
カボチャ、キュウリ、ナス、バレイショ、ダイコン、タマネギ、イチゴ、ブロッコリー、ピーマン、クワイ、
ヒロシマナ、サトイモ、ニンジン、備蓄米、加工用米、酒造好適米
▶その他作物に対する助成（市内：産地交付金）
…キク、トマト、スイートピー
※詳しくは農林水産課までお問い合わせください。

申し込み・支払い時期について

交付金を受け取るためには、交付申請書・営農計画書・振込口座届出書・販売伝票などの提出が必要です。
交付金の申請時期は平成29年６月末まで、支払時期は12月～翌年３月を予定しています。
なお、制度の詳しい情報は以下のホームページに掲載されています。
国のホームページ
中国四国農政局ホームページ＞経営所得安定対策等について
http://www.maff.go.jp/chushi/sesaku/kobetu_hosyo/index.html
中国四国農政局 広島支局 経営所得安定対策チーム ☎０８２（２２８）９４８３
広報えたじま
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商工業の振興などに関する制度のご案内

問産業企画課

☎（４３）１６４１

商工業の振興を目指し、起業・創業や事業拡大に向けた支援制度をご紹介します。

創業・企業に対する支援

１ 創業支援
市では、産業競争力強化法に基づく江田島市創業支援計画を策定し、市と商工会、金融機関などの関係機
関が連携した創業支援メニューを設けています。
商工会や金融機関などの関係機関に創業に関する相談窓口を設置しており、民間のノウハウを活用したス
ムーズな創業支援を行います。
なお、この計画に定める特定創業支援事業を受けられた個人が会社を設立する場合には、市が証明書を発
行すると、次の支援を受けることができます。
①登録免許税の軽減措置
②創業関連保証の特例
③日本政策金融公庫創業融資制度の自己資金要件充足
２ 市起業支援事業補助金
市では、市内で新たに起業し、または、新分野に進出する新規創業者および中小企業者に対して助成する
制度があります。
▶申請期限 本年12月末まで
▶補助対象事業 事務所などの新築・増改築による施設整備、人材育成に要する旅費・研修費など
▶補助要件 商工会へ加入し、同会が実施する“創業塾”を受講する方、事業を３年以上継続する など
▶対象期間 本年４月１日～来年３月31日
▶補助率 １／２（補助金の上限：１００万円）

融資制度など

１ セーフティネット保証（５号）制度
国が指定する業種に属した事業を営む中小企業者は、市長が次の理由によって経営の安定に支障が生じて
いると認定すれば、保証限度額が拡充されます。
▶要件 売上高などの減少、原油価格などの高騰に伴う仕入価格の上昇
２ 市商工業等振興資金補助金
市では、商工会の会員であり、金融機関からの設備資金と運転資金の借入に対して助成する制度があります。
▶補助率 借入額の１％（上限：設備資金30万円、運転資金15万円）
▶提出先 江田島市商工会☎（４２）０１６８

企業立地奨励制度

市では、産業振興と雇用拡大を図り、経済の発展、市民生活の充実・安定に資する企業立地を推進してい
ます。奨励金を利用できる事業として指定を受け要件を全て満たすと、奨励金を交付します。
▶指定要件
①新増設する産業施設などに対する投下固定資産総額が３，０００万円以上であること。
②新規に常勤社員を３人以上雇用する計画であり、１年以上の継続雇用と６カ月以上市内に住所を有する
ことが見込めること（宿泊施設は除く）。
③操業開始後、５年以上事業を継続することが見込めること。
▶企業立地奨励金 固定資産税相当額を５年間、１００％助成（限度額：なし）
▶新規雇用奨励金 勤務する新規の常勤社員（市内居住）１人当たり１００万円※を助成（限度額：５千万
円、１回のみ〔※は平成３２年度まで〕）
▶施設整備奨励金 投下した固定資産（土地を除く）の固定資産税評価額に５％を乗じた額を助成（限度
額：５００万円、１回のみ）
▶土地取得奨励金※ 事業用に購入した土地の面積が１，０００㎡以上場合、固定資産税評価額（土地の
み）に５％を乗じた額を助成（限度額：１千万円、１回のみ）
※取得した日から起算して３年以内に操業を開始するものが対象です。
▶その他 県の制度を利用できる場合があります。
各申請に伴う注意点など
・いずれの制度も随時受け付けていますが、利用したい制度があれば、事前にご相談ください。
・予算の範囲内で補助金を交付する制度があります。申請しても必ず交付されるとは限りませんので、ご
了承ください。
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お知らせワイド
～ぜひご応募ください～

えたじま向上委員会の委員を募集します！

問企画振興課☎（４３）１６３０

市では、地域力の向上を図るため、現時点では具体的な活動内容を見つけられていないものの、『地域づ
くりに興味がある』または『地域の現状に危機感を持っている』市民が、地域活性化を図るための具体的な
活動内容について協議し、自らが実行していくことを支援する場として、えたじま向上委員会を立ち上げます。
ついては、次のテーマの実行に向けたアイデアを検討し、実行していただける委員を募集しますので、ぜ
ひご応募ください。
えたじま向上委員会の概要
項目

内容

①江田島の魅力発信
②子供の遊び場づくり
4 4 4
③隣近所の「チカラ」づくり
委員の募集人数について
25人程度（１テーマ８人程度×３班）を募集します。
委員の報酬について
報酬はありません。
各班で協議したアイデアの実行経費について １テーマにつき30万円まで市が補助金を交付します。

テーマについて

スケジュール（予定）
６月
委員募集

企画準備

実行後

７月

ワークショップ①・②

８月～

ワークショップ③・準備・実行

２月

ワークショップ④

ワークショップ① 自己紹介、現状の把握、アイデア出し
ワークショップ② 仮説の構築
仮説の実施方法の検討…スケジューリング、必要な作業の確認、
ワークショップ③
役割分担
以降は各班で随時調整
企画の実行
ワークショップ④ 振り返り

申込期限 平成29年６月16日㈮
申込方法 次のいずれかの方法により、住所、氏名、連絡先、参加を希望するテーマをお知らせください。
・メール kikaku@city.etajima.hiroshima.jp
・電 話 江田島市企画振興課（４３）１６３０
・ＦＡＸ （５７）４４３３
・郵 送 〒７３７－２２９７ 江田島市大柿町大原５０５番地 江田島市企画振興課宛

６月のオリーブ栽培暦

～オリーブを栽培している皆
さんへ～

▼炭そ病予防…湿度が高くな
ると菌が侵入しやすくなりま
す。梅雨の前後（６月上・下
旬）の２回、ペンコゼブ水和
剤の６００倍液を木全体に散
布しましょう。
▼オリーブアナアキゾウムシ
対策…６月はゾウムシの発生
も増加します。防除として、
アディオン水和剤２０００倍
を木全体に散布しましょう。
▼ハマキムシ対策…葉がくっ
ついていたり、葉の先が糸で
くるまれていたら、ハマキム
シの被害です。こまめに見回
りをし、捕殺しましょう。
▼施肥…幼果が急激に大きく
なる時期です。６月下旬に夏
肥を施用しましょう。

オリーブ
情

報

問オリーブ振興室
☎（４３）１６４３
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お知らせワイド
～市の活性化や将来を担う子どもたちのために活用～

ふるさと寄附金 寄附の状況をお知らせします

問財政課☎（４３）１６２９

平成28年度中は、計４８９件で８２０万３,７００円のふるさと寄附金をお寄せいただき、平成20年度の
制度開始以来、計８０６件で２,９２３万７０１円となっています。
平成28年度では、次の事業（施策）に寄附金を活用させていただきました。
お寄せいただいたふるさと寄
附金は引き続き「江田島市ふる
さと応援基金」に積み立て、市
の活性化や将来を担う子ども達
のため「第２次江田島市総合計
画」などに掲げた事業に活用さ
せていただきます。
なお、平成29年度予算では、
次の事業（施策）に寄附金を活
用させていただく予定です。
ご支援を感謝するとともに、
「縁」によりいただいた寄附金
を生かして、より良いまちづく
りに取り組みます。

▶平成28年度実績

事業内容
防犯カメラ設置工事
保育施設備品購入

妊婦健康診査交通費等助成事業

新規就農者支援対策事業

新規漁業就業者支援対策事業

小学校教育振興備品購入
中学校教育振興備品購入
合

計

事業費
５６１,６００円
１,７５４,０７０円
１,６４０,５８０円
４００,０００円
５００,０００円
１,１８２,９０１円
５６７,３３４円

▶平成29年度活用予定

事業内容
保育施設備品購入
小学校教育振興備品購入
中学校教育振興備品購入
図書館図書購入（公民館図書室を含む）
合
計

充当額
５００,０００円
１,０００,０００円
１,６００,０００円
３００,０００円
５００,０００円
１,１５０,０００円
５５０,０００円
５,６００,０００円
充当額
１,７００,０００円
６００,０００円
５００,０００円
４,２００,０００円
７,０００,０００円

～６月１日㈭から７日㈬まで～

「第59回水道週間」のお知らせ

問水道業務課☎（４２）３３１１

水道週間が、６月１日㈭から７日㈬まで全国一斉で実施されます。

水道週間は、厚生労働省、都道府県をはじめ、各市町村の関係自治体などによって水道の現状や課題につい

て理解を深めるとともに、今後の水道事業の取り組みについて協力を得ることを目的に毎年実施されています。
今年のスローガンは、「あたりまえ そんなみずこそ たからもの」です。

日本では、安全で衛生的な水を蛇口から得ることができますが、水道施設の老朽化や自然災害への対応な

ど、水道を取り巻く環境は厳しくなってきています。水は災害時には「命の水」となります。日頃から備蓄
のための水を準備しておきましょう。

安全・安心な水をお届けする水道施設を将来にわたって維持し、持続的な事業運営をしていくことは、全

国的に課題となっています。

今後とも水道事業にご理解とご協力をお願いします。

平成29年6月

オリーブオイル講座

13 広報えたじま

市オリーブ振興協議会では、
次のとおり講習会を開催しま
す。事前の申し込みは不要で
すので、お誘い合わせの上ご
参加ください。詳しくは、オ
リーブ振興室へお問い合わせ
ください。

日時 ６月 日㈯午後２時～
内容 「 オ リ ー ブ の 防 除 ～
農薬と害虫について～」
場所 柿浦地区モデルオリー
ブ園（大柿町柿浦・柿浦小
学校隣）
17

▲オリーブアナアキゾウムシ（成虫）

お知らせワイド

上限７２２万７千円（建物４５７

問都市整備課☎（４３）１６４７

～災害防止のための転居を支援します～
がけ地近接等危険住宅移転事業

市では、今年度から「江田島市が

ている住宅（既存不適格住宅）

建築後の大規模地震、台風などに

より安全上の支障が生じ、県が是正

対象区域

勧告などを行った住宅

２

急傾斜地崩壊危険区域

がけ条例建築制限区域

土砂災害特別警戒区域

▼申込資格

・住宅の所有者などで、原則的に居

住していること

宅の建設または購入に要する資金を

みの状況により期間中でも早期に終

※申込受付は先着順のため、申し込

・税金などの滞納がないこと

金融機関などから借り入れた場合の

都市整備課へお問い合わせください。

了 す る 場 合 が あ り ま す。 詳 し く は、
を限度）

平成29年6月 14

広報えたじま

～土砂災害からわが家を守ろう～
建築物土砂災害対策改修促進事業

・土砂災害に対する構造耐力上の安

万円・土地２０６万円・ 万７千円）

対象住宅

▼補助対象

１

区域に指定される前から建てられ

２ の い ず れ か の 対 象 区 域 に あ り、

59

問都市整備課☎（４３）１６４７
市では、今年度から「江田島市建

ることを目的としています。
▼申込受付期間
平成 年６月１日㈭から 月
まで

日㈮

の危険から市民の生命及び財産を守

居住者自身による移転を促し、災害

居 に 限 る。） 費 用 を 助 成 す る こ と で、

建てられている住宅の移転（市内転

るため、災害のおそれのある区域に

この事業は、災害を未然に防止す

施します。

け地近接等危険住宅移転事業」を実

条の３の規定に適合し

全性を有していないもの（建築基準
法施行令第

築物土砂災害対策改修促進事業」を
実施します。
・土砂災害対策改修の結果、土砂災

ていないこと）

建築物の改修に要した費用の一部を
害に対して安全な構造となること

この事業は、土砂災害対策のため、
助成するものです。土砂災害対策改
▼申込資格

修の実施を促進することで、土砂災
害から市民の生命及び身体を守るこ

・市税などの滞納がないこと

・住宅の所有者であること

万 ９ 千 円 で、

※申込受付は先着順のため、申し込
みの状況により期間中でも早期に終
了 す る 場 合 が あ り ま す。 詳 し く は、
都市整備課へお問い合わせください。

▼補助額

⑴
利息相当額（借入金利子：年８・５％

・建設助成費（危険住宅に代わる住

上限 万２千円

など）

・除却費など（撤去費、動産移転費

27

80

とを目的としています。
補助金の額は最大

月 日㈮

室とは居間、寝室、台所、事務所など。
非居室とは玄関、階段、廊下、風呂、
便所、倉庫、車庫など。
）
・建築物が、土砂災害特別警戒区域
に指定される前に建築着工され、現

10

⑵

⑶ ⑵ ⑴

予定戸数は１戸です。

年６月１日㈭から

▼申込受付期間
平成
27

・居室を有するものであること（居

▼補助対象

まで

75
10

在、土砂災害特別警戒区域内に建っ
ていること

29

80

29

お知らせワイド

問危機管理課☎（４３）１６３３

～受講者募集！～
地域防災リーダー育成研修会

問危機管理課☎（４３）１６３３

～大規模災害に備えて～
大雨による災害から命を守るためには

毎年、 月の初めごろから梅雨に
入り、多くの雨が降ります。
本市でも、昨年 月の大雨で多く
の土砂崩れが発生しました。
大雨による土砂災害から身を守る
た め に 大 切 な こ と は、
「早めに避難
すること」です。避難の場所や避難
の仕方について、事前に考えておき
ましょう。

▼募集人数
名（対象：市内在住の方）
▼申込期限
６月８日㈭
▼申込方法
市役所本庁、各支所、市ホームペー
ジにある申込書に記入し、危機管理
課、各支所に郵送か持参またはＦＡ
Ｘ で 申 し 込 ん で く だ さ い。
（ＦＡＸ
申込先：危機管理課（５７）
４４３５）
これまで１４６人の方に地域防災
リーダーの認定書を交付しました。
地域防災リーダーは各地区の防災
活動などで活躍されています。

防犯カメラの臨時設置申請受付（随時）

問危機管理課☎（４３）１６３３

不安・心配

通常放送（放
送を３回繰
り返す）

秒のサイ
レンを２回
吹鳴

３秒のサイ
レンを５回
吹鳴

設置申請書

③カメラ設置
協議・連絡

30

①通報

市内放送

災害時に必要不可欠となる自主防
土砂災害の避難情報の対象地域は、
災活動などに関する基礎知識・技能
土砂災害警戒区域や土砂災害特別警
を 身 に 付 け、 日 ご ろ か ら 地 域 で の
戒区域、土砂災害危険箇所です。
様々な防災活動に取り組んでいただ
ハザードマップや広島県砂防課の
く「 地 域 防 災 リ ー ダ ー 育 成 研 修 会 」
ホームページ「土砂災害ポータルひ
を開催します。
ろしま」などで確認しておきましょ
▼日時
う。
６月 日㈯午後１時～４時 分
対象地域以外の方も、身の危険を
▼場所
感じたら避難しましょう。
市役所本庁
▼内容
防災講話、市の防災体制、避難所
運営訓練（受講は無料で研修終了後、
江田島市地域防災リーダー認定書の
交付を行います）

市が発令する避難情報は、次のと
おりです。
発令区分
対象地域の方に求められる行動
・避難に時間がかかる方（ご高齢の方、障害
のある方、乳幼児など）とその避難を支援
する方は避難を開始
避難準備・高齢
・その
者等避難開始
 他の方は、いつでも避難ができるよう準備
※身の危険を感じる人は自発的に避難を始め
ましょう。
・避難
 所へ避難を開始
・避難所への避難や外に出ることが、かえっ
避難勧告
て 危 険 で あ る と 自 ら 判 断 す る 場 合 は、「 近
隣 の 安 全 な 場 所 ※ １」 へ の 避 難 や、
「屋内
での安全確保※２」を行う。
・避難所に緊急に避難
・避難所への避難や外に出ることが、かえっ
避難指示（緊急） て 危 険 で あ る と 自 ら 判 断 す る 場 合 は、「 近
隣の安全な場所※１」への避難や「屋内で
の安全確保※２」を行う。

警察署

②カメラ設置
相談・要望

10

犯罪および犯罪 （設置までの流れ）
と思われる事案が
発 生 し た 場 所 に、
再発防止および安
全確保を目的とし
た防犯カメラの臨
時設置を行ってい
ます。
皆さまからの要
望を受け付けてい
ます。

事件発生

6

※１ 近隣のより安全な場所、より安全な建物など
※２ 屋内
 の上階の安全な側（がけの反対側）などに避難するなどの命を守る
行動

市役所
危機管理課

④カメラ
設置

平成29年6月

15 広報えたじま

50

捜査

10

6

お知らせワイド
～ご注意ください～

児童手当の現況届の提出を忘れずに

問社会福祉課☎（４３）１６３８

平成29年６月分以降の認定
現在受給中の方で、６月分以降の手当を受給するためには現況届の提出が必要になります。対象者には６
月以降に現況届の用紙などを送付します。
現況届を提出いただけない場合は、６月以降の手当の支給が停止されますのでご注意ください。
なお、現在受給されている方で平成29年１月１日現在に本市に居住されていなかった方は、前住所地で平
成29年度（平成28年分）の所得証明書を取得し、提出してください。
支払日
支給対象となる月
手当の支給
６月10日
２月～５月分
手当は原則として、毎年６月、10月、２月の10日（当日が土・日・
６月～９月分
祝日の場合はその前日）の年３回、それぞれの前月分までの４カ月分を、 10月10日
２月10日 10月～翌年１月分
まとめて受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。
出生や転入などで、これから手当を受給しようとしている方
申請方法 「認定請求書」の提出が必要です（公務員の場合は勤務先に提出）。
児童手当は原則として認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、出生、転入などやむを得ない理由により請求ができなかった場合は、出生日または前住所地から
の転出予定日の翌日から15日以内に申請すると、転入等の属する月分から支給されます。
申請に必要なもの
①新規に申請をする方
・認定請求書（各受付窓口に置いてあります）
・認印
・申請者（保護者）名義の普通預金口座番号の分かるもの（預金通帳・キャッシュカードなど）
・申請者（保護者）の健康保険証の写しなど
・申請者（保護者）の個人番号が分かるもの（マイナンバーカードまたは個人番号の通知カード）
②対象となる児童が増えた方
・額改定認定請求書（各受付窓口に置いています）
・認印
※１．理由によりその他の書類が必要となる場合があります。
※２．手当は申請した日の翌月分からの支給となるため、必要書類をすぐにそろえることができない
場合は社会福祉課にご相談ください。
受付窓口
本庁社会福祉課・各支所 ※公務員は勤務先での手続きになります。

～ご活用ください～

男女共同参画等学習支援補助金の申請を募集します！

問人権推進課☎（４３）１６３５

市では、男女共同参画社会に関する研修などを受講した場合、その研修の交通費・参加負担金などの費用
を補助しています。申し込みは随時受け付けています。ぜひご活用ください。
応募資格・条件（すべて満たす人）
（１）江田島市に在住する満20歳以上の人
（２）積極的に市の事業や地域活動等に協力していただける人
対象研修・講座など
（１）財団法人 男女共同参画財団が開催する研修・講座など
（２）広島県が開催する男女共同参画に関する研修・講座など
（３）その他市長が必要と認めた研修
補助の内容
次の経費を合計した額の２分の１以内を補助します。（※ただし予算の範囲内とします）
（１）交通費（市の旅費規程による）
（２）参加負担金（資料代含む）
申し込み方法
受講したい研修が開催される10日前までに、次の書類を市役所市民生活部人権推進課まで郵送または持参
してください。申請書の様式はホームページに掲載するほか、本庁・各支所・各公民館に置いています。
（１）交付申請書
（２）受講を希望する研修の開催案内・その他必要な書類
実績報告
研修終了後に研修修了書・研修報告書などを提出していただきます。
広報えたじま

平成29年6月 16

年度最初の受け入れで、静

静岡から初来江。
空と海の縁。
平成

軒の民

岡県からは初となる学校が浜松市か
らやって来ました。
同校は、生徒１６６人が
泊家庭と１泊２日の交流をしながら、
本市で過ごしました。
浜松市には、航空自衛隊の浜松基
地があり、本市にある海上自衛隊と
の縁があります。そのため、第１術
科学校の見学を行程の中で取り入れ
ていました。
もしかすると、自衛隊に入り、い
つか本市に再びやってくる子もいる
かもしれませんね。

田島市が選ばれること。そして、あ

たくさんある修学旅行先の中で江

となります。

た先は「一生忘れない思い出の地」

問交流促進課
☎（４３）１６３２

なたの家に来るという「不思議な

す。

なお、４月

日㈰開催の「日本語

クラブ」（ゆめタウン江田島・約

23

月

日㈰開催時の様子

なの書き方を練習しました。

人参

り入れ、日常会話の練習や、ひらが

加）では、参加者のリクエストを取

ブ」（ゆめタウン江田島・約

５月７日㈰開催の「日本語クラ

方を楽しみながら学びました。

て、ひらがなの書き方や漢字の読み

行ったり、果物や野菜のカードを見

を使用して、自己紹介を日本語で

かれ、カードやホワイトボードなど

人参加）では、５つのグループに分

30

～参加費無料～

日本語クラブを開催して
います

問人権推進課☎（４３）１６３５

６月の「日本語クラブ」を次のと

おり開催します。興味のある方はぜ
ひ、見学にお越しください。

分～

日時 ６月４日㈰午後２時〜４時
分

６月 日㈰午後
 １時
３時

場所 ゆめタウン江田島１階文化教室
（１階トイレ近く）

人権推進課では、様々な行事を通

30

vol.41

縁」「奇跡の出会い」を一緒に楽し
んでみませんか？

じて外国人市民との交流を予定して

いますので、参加をお待ちしていま

▶

平成29年6月

17 広報えたじま

今年度は、約４千人の生徒・児童
が本市を訪れる予定となっています。

23

30

静岡県浜松市立富塚
中学校の生徒が、4月
25日㈫・26日㈬の１
泊２日で本市を訪れま
した。平成29年度の
最初の受け入れ。その
様子をご紹介します。
▶入島式の様子

4

30

民泊
通信
40

18

心とココロの交流
修学旅行は一生に一度。その訪れ

▲案内図

29

※６ 月 日 ㈬ ま で に 申 込
～ひろしま・さとやま未来博
税務職員募集
データを受信完了したもの
２０１７採択事業～
問広島国税局
トレイルウォーク＆クリーン
に限り受け付けます。
☎０８２（２２１）９２１１
アップ１０００人大会開催！
②郵送または持参による申し込み

国税庁では、税務職員を募
６月 日㈪～６月 日㈬
広島湾岸トレイル・陸路２
集しています。
※６月 日㈬までの通信日
８９．１㎞上の「 山 峰

採用試験の募集要項は次の
付印有効
峠 河川 瀬戸 島」を各地
とおりです。
域の会場から、１０００人が
第 次試験 ９月３日㈰
受験資格
一斉に歩いての大清掃企画で
試験地 鳥 取 市・ 松 江 市・
１ 平
 成 年４月１日において、
す。「歩いて健康に！」と「市
岡
山
市
・
広
島
市
・
山
口
市
高等学校または中等教育学
民による市民のための里山
試験種 目 基 礎 能 力 試 験・
校 を卒 業した日の翌日から
（ ト レ イ ル ）！」 を 掲 げ、 故
適性試験・作文試験
起算して３年を経過していな
郷の里山の自然を守る第１回
合格発表日
月５日㈭
い者（平 成 年４月１日以
目の大会です。
月 日㈬から
降に卒業した者が該当する。
） 第２次試験
日
時
６月４日㈰
月 日㈮までの間の指定
および平 成 年３月までに

午前９時 分～
する１日
高等学校または中等教育学
コース
校を卒業する見込みの者
試験地 第１次試験合格通
江
田島Ａ 切串西沖桟橋～

２ 人
知に併せて通知
クマン岳～古鷹山
 事院が１に掲げる者に
準ずると認める者
試験種目 人物試験・身体
江
田島Ｂ 真道山キャンプ

試験の程度 高校卒業程度
検査
場～真道山
受験申込方法
江
田島Ｃ 大柿公民館～市
最
終
合
格
発
表
日
月
日
㈫
①インターネット申し込み
役所～陀峯山
パンフレットの請求、問合せ先

※ 専 用 ア ド レ ス（
申し込

http://
広島国税局 総務部 人事第
 み 各コースの担当者
までご連絡ください
www.jinji-shiken.go.jp/
二課 試験研修係
担当者
〒７３０︱８５２１
江田島Ａ 岡野数正
広島市中区上八丁堀６︱
☎０９０（１１８３）４８４２
☎０８２（２２１）９２１１
江田島Ｂ 上本一男
（内
 線３７４３・３６３５）
☎０９０（７３７３）９０８８
また
 はお近くの税務署総務
江田島Ｃ 石津聡
課へ
☎０９０（６３２４）０３７２
ホームページアドレス
ホームページアドレス
1

10

10 10

30

http://www.nta.

14

18

3

http://hiroshimawangantrail.jp/

第 回青少年国際交流キャ
ンプ参加者募集

富士山麓の自然豊かなキャ

ンプ場で、全国から集まる青

少 年（ 日 本 人・ 外 国 人 ） が、

キャンプ生活や富士登山など

の野外活動を共にしながら友

情を深め、様々な体験を通し

て、
「仲間づくり」「チャレン

ジ」の大切さや友達と協力し

助け合う楽しさを学ぶことを

８月１日㈫～５日㈯

目的とします。
期間

４泊５日

場所 静岡県立朝霧野外活動
センター

定員 日本人 人・外国人 人

対象 小学３年生～中学３年生

内容 富士登山、テント生活

体験、野外炊飯体験、キャ

ン プ フ ァ イ ヤ ー、 ワ イ ド
７月５日㈬

ゲームなど
締切

国際青少年

お問い合わせ・資料請求先
公益財団法人
研修協会

info@kskk.or.jp

☎０３（６４１７）９７２１
メール

ホームページアドレス

平成29年6月 18
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http://www.kskk.or.jp

フランスベッド
（株）TEL （082）

250-0285

簡単
操作

メディカル広島南営業所

安全
設計

●お問い合わせ

歩道
OK

47

4

30

28

19

21

20

国税庁
go.jp

20

フランスベッド広告（175×47）

免許
不要

ます！
出張し

80

21

11

11

26

30

）
juken.html
② 郵送または持参による申し込み
※イ
 ンターネット申し込み
ができない場合は、第１次
試験地を管轄する人事院地
方事務局に郵送または持参
により申込書を提出
受験申込受付期間
①イン
 ターネット申し込み
６月 日㈪～６月 日㈬
28

お出かけが
楽しくなる♪

ご自宅での
試乗
！
承ります

29

19

三輪自転車の快適さと、
電動車いすの機能を
ひとつにした
新しい電動車いす。

無料

お 知らせ

60

14

農薬は正しく使いましょう

☎（４３）１６４２

ださい。

よう、次のことに注意してく

人や動物に危険を及ぼさない

▼農薬を使うときの基準を守

けましょう。

など、農薬の飛散防止に心が

いシートやネットを設置する

31

しましょう。
▼近くの作物の収穫時期を考
えるなど、農薬を散布する前
に近くの生産者と十分に連絡

▼農薬は、風がない日に行う
り、正しく使用しましょう。

29

問農林水産課



など、周辺への影響が少ない
※農薬取締法の基準に違反し

強化週間の実施期間
平成29年６月26日㈪から７月２日㈰までの７日間

農薬を使用する場合は、農
をとりましょう。
作 物 な ど に 害 を 及 ぼ し た り、 ▼必要に応じて、協会に遮へ

天候の日や時間帯に散布しま
た場合は、罰せられることが

広告

10

強化週間の相談時間
午前８時30分から午後７時まで。ただし、土曜日・
日曜日は午前10時から午後５時まで

しょう。

15

小型船舶免許更新・失効講
習を開催

平成29年6月

19 広報えたじま
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子どもの人権１１０番
フリーダイヤル：ぜろぜろななのひゃくとおばん
☎０１２０（００７）１１０

10

10

20

問広島小型船舶教習所
☎（２２）９８６６

日時 ６月 日㈯午後６時～
場所 農村環境改善センター
（能美町鹿川）
申し込み 電話で同事務所へ
ご連絡ください

ホームページ見てね！

放送大学
労働保険更新のご案内
月生募集のお知らせ
問産業企画課
問放送大学広島学習センター
☎（４３）１６４１
☎０８２（２４７）４０３０

平成 年度の労働保険更新
放送大学は、平成 年度第
手続きは、７月 日㈪までに
２学期の学生を募集します。
代から 代の幅広い世代、
お願いします。
約９万人の学生が、大学を卒
なお、更新申告書は５月
日までに送付される予定です。 業したい、学びを楽しみたい
など、様々な目的で学んでい
お問い合わせ先
ます。
広島労働局総務部労働保険

心 理 学・ 福 祉・ 経 済・ 歴
徴収課
史・文学・情報・自然科学な
☎０８２（２２１）９２４６
ど、約３００の幅広い授業科
呉労働基準監督署
目があり、１科目から学ぶこ
とができます。
☎（２２）００５５
全国に学習センターが設置さ
れており、サークル活動などの
学生の交流も行われています。
出願期間 ６月 日㈭～９月
日㈬
資料を無料で差し上げてい
ます。お気軽に放送大学広島
学習センターまでご請求くだ
さい。

広島法務局および広島県人権擁護委員連合会では、
いじめや児童虐待、インターネットによるプライバシー
侵害などの被害にあっている子どもたちが発する信
号をいち早くキャッチし、問題の解決を支援するため、
専用相談電話「子どもの人権１１０番」を常時開設し
ています。
さらに、平成29年６月26日㈪から７月２日㈰までの
間を、全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間とし、
同週間中は、受付時間を延長して電話相談を受け付け
ます。子どもだけでなく、大人もご利用可能です。
いじめをはじめとする子どもたちの悩みや家庭内
における児童虐待など、あなたの周りでそういったこ
とを見聞きした方は、どんなことでもご相談ください。
秘密は厳守します。
相談は、法務局職員および人権擁護委員の方が応じます。

あります（３年以下の懲役か

いじめ・虐待など、子どもに関する相談は「子どもの
人権１１０番」へ

▼病害虫の発生状況をよく見

～全国一斉強化週間～
問人権推進課 ☎（４３）１６３５

１００万円以下の罰金）

「子どもの人権１１０番」について

て、必要最小限の農薬を散布

人権シリーズ
消費生活相談ファイル

献血
問保健医療課☎（４３）１６３９
日時 ７月２日㈰ 午前 10 時～午後０時 30 分
午後１時 45 分～４時
場所 ゆめタウン江田島 駐車場

自宅で印刷！「医療関係申請書」 

問保健医療課☎（４３）１６３９
国民健康保険・後期高齢者医療（原則、対象者
は 75 歳以上）
・乳幼児医療制度の申請書が、市ホー
ムページから印刷できます。
申請書に事前記入し、市役所・支所へ提出すれ
ば待ち時間の短縮に繋がります。
なお、市ホームページ内には、制度の概要も掲
載していますので確認してください。

▶江田島市ホームページを検索
トップページ⇒ 暮らしのガイド ⇒ 保険・医療・
年金 ⇒ 各制度

国保１人当たりの医療費の状況
問保健医療課☎（４３）１６３９
本市の国保加入者１人当たり医療費（医療費総

額÷被保険者数）は全国平均・県平均を大きく上
回っています。

平成28年11月診療分 国保１人当たりの医療費
江田島市

40,404 円

広島県平均

33,503 円

全国平均

29,286 円
0

10,000

20,000

30,000

40,000（円）

※６月４日〜 10 日 歯と口の健康週間です。
『「おいしい」と 「元気」を支える 丈夫な歯』

医療機関に受診していても、特定健診を受けましょう
問保健医療課☎（４３）１６３９
６月１日から特定健診・がん検診の個別健診受付が始まりました。
５月下旬に、国保特定健診受診券とがん検診無料クーポン券を送付していますので、中身を確認して、必
ず受診してください。
医療機関に受診していても、特定健診を受けましょう。
特定健診の対象者は、40歳から74歳までの江田島市国民健康保険加入者です。
本市の平成27年度特定健診受診率は30.5％（15位／広島県内23市町）でした。平成27年度の市町村国保
全国平均受診率は36.3％ですから、全国的にも低いことが分かります。
本市の特定健診対象者の７割は60歳以上です。市町村国保は構造的な要因から被保険者に占める高齢者の
割合は高く、この結果、医療機関の受診者も多くなっています。
特定健診を受けない理由として、「医療機関にかかっているから」と回答される方が多くいますが、治療
中であっても年１回の特定健診を受診することで、自身の健康を把握し、生活習慣を改善するきっかけ作り
にしていただければと思います。
重複して同じ検査を受けたくない方は、治療中の情報提供に御協力ください。
糖尿病や脂質異常症等の生活習慣病で通院されている方から、「定期的に血液検査をしているから、健診
を受ける必要がないのでは」という声を聞くことがあります。
市内の医療機関であれば、主治医の先生にご相談ください。通常の血液検査の結果を情報提供することに、
ご本人が同意していただければ、特定健診受診と見なすことができます。
ただし、特定健診項目に不足する検査は追加健診として、医療機関で実施していただくことになります。
追加健診及び文書料等の費用は市が負担しますので、治療中の情報提供に係る本人負担はありません。
▶特定健康診査情報提供内容
既往歴、服薬歴（服薬状況）、自覚症状、他覚症状、喫煙歴（喫煙状況）、身体計測（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲）、
血圧（収縮期血圧、拡張期血圧）、血中脂質検査（中性脂肪、ＨＤＬ－コレステロール、ＬＤＬ－コレステロー
ル）、肝機能検査（ＧＯＴ，ＧＰＴ、γーＧＴＰ）、血糖検査（空腹時血糖もしくは随時血糖、ヘモグロビン
Ａ１ｃ※）、腎機能検査（クレアチニン※）、尿検査（糖、蛋白）
※ヘモグロビンＡ１ｃ、クレアチニンは、本市の追加健診項目です。
広報えたじま
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健康

ひろ ば
ソーシャルクラブ
（精神障害者社会復帰相談支援事業）

心の健康相談（前日までに要予約）
問広島県西部保健所呉支所厚生保健課
☎（２２）５４００
日時 ６月 9 日㈮午後１時 30 分～３時
場所 大柿公民館１階第１会議室

アルコール健康相談会（申し込み不要）
問保健医療課☎（４３）１６３９
本人、家族が体験を語り合い、断酒を支援する

場です。
日時 ６月 19 日㈪午後１時 30 分～３時
場所 江田島保健センター

問保健医療課☎（４３）１６３９
日時 ６月 28 日㈬午前 9 時 30 分～正午
場所 大柿公民館
内容 おやつ作り
歯科衛生士による歯の話
準備物 手拭いタオル、エプロン、現在使用して
いる歯ブラシ
参加費 １００円
申込期限 ６月 21 日㈬
※当日は染め出し剤による、歯みがきチェックを
予定しています。汚れてもよい服装でお越しくだ
さい。

健康づくりウォーキング
（申し込み不要・雨天中止）
問保健医療課☎（４３）１６３９
天満宮、専念寺に本市ナンバーワンの大きなく
すの木。沖地区を一緒に巡りましょう。
日時 ６月 27 日㈫午前９時 30 分～
集合場所 沖美市民センター
（旧沖小学校跡地）
沖美町畑９９５番地
▲昨 年の健康づくりウォーキングに継続して参加され、
健康づくりに取り組まれた方々です。
おすすめメニュー
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〈スパイシー豆〉

21 広報えたじま

平成29年6月

熱量
112㎉
（１人分）

江田島学校給食共同調理場
今回のポイント
○大豆を使った一品です。スパイスを使用することで、塩分量
が少しでもおいしく味わえます。
○時間をかけてじっくり上げることで、大豆がカリッと仕上が
ります。
○おやつとしても食べられます。
■材料（４人分）
■作り方
ゆで大豆……… 160 ｇ
① 大豆をザルに入れて水を切る。
小麦粉… 大さじ１と1/3
② 小麦粉と片栗粉を混ぜ合わ
片栗粉… 大さじ１と1/3
せて①の大豆にまぶし、１６５
揚げ油…………… 適宜
～１７０℃の油でカリッとする
塩………………… １ｇ
まで揚げる。
こしょう………… 少々
③ ボウルに調味料を入れてよ
パプリカ………… 少々
く混ぜ合わせ、②の大豆を加
カレー粉………… 少々
え、からませる。
チリパウダー…… 少々
※ス パイスの配合は好みで調整
してください。

６月の休館(室)日

６月のミニ図書館

３館（室）共通の休館（室）日

図書館
だより
開館時間
午前９時30分～午後７時
※大柿公民館図書室は日曜のみ
午後５時まで

毎週木曜日（定期休館（室））
江田島図書館☎（４２）１４１７
28日㈬（月末整理日）
能美図書館☎（４５）００７５
27日㈫（月末整理日）
大柿公民館図書室☎（５７）３０７１
30日㈮（月末整理日）

時間・場所
午前 10 時～ 11 時
津久茂児童館

午前 11 時 15 分～正午
７ 日㈬・ 切串公民館
21 日㈬ 午前 11 時～正午
三高会館
午後 2 時 15 分～3 時
市民サービスセンター

大柿公民館図書室

６月の各館（室）定例行事案内
江田島図書館

期日

能美図書館

■おはなしむら
日時 ６月10日㈯午後２時～
内容 絵本の読み聞かせと工作（折
り紙でたなばたかざりを作ろう）

■みんなの広場
■第144回ふれあい広場
「カエルのつるし飾りを作ろう」 カンガルーくらぶスペシャル
「親子でたのしむおはなし会」
～たくさん作ると楽しいよ～
■かみしばいごや
日時 ６月３日㈯午前10時30分～ 日時 ６月17日㈯
午前10時30分～ 11時30分 日時 ６月25日㈰
内容 色紙をカエルの形に切り抜 対象 乳幼児や妊婦さん、そのご
午前10時30分～11時
いて、どんどんつなげてつるし
家族の方、どなたでも。
内容 か み し ば い の 上 演 「 な な
飾りを作ります。
内容 絵本やかみしばいの読み聞
ちゃんのたなばた」ほか
かせ、エプロンシアターなど。

ママの再就職支援相談

子

子育て中のお母さんを対象に、再就職支援相談を
実施します。
妊娠・出産・育児のために仕事を辞めたけど、「こ
れからは仕事をしたい！」と思っている人は、ぜひ
お申し込みください。（予約が必要です。）
日時 ６月16日㈮午前10時～正午
場所 子育て支援センター（江田島町江南）
内容 ①求人情報の提供
②働くことに必要な情報の提供
③早期就職に向けた計画的なサポート
相談員 ハローワークくれ（公共職業安定所）職員

ご利用ください
『にこ♡にこハウス』

にこ♡にこハウス（子育て支援センター）で
は、子どもや保護者同士の交流の場となるオー
プンスペースを開放しています。
また、未就園児とその保護者を対象に子育て
支援教室の開催や、子育て相談を受けています。
お気軽にご利用ください。

ひとり親家庭の小・中学生対象

学習支援受講者追加募集

子

昨年度から実施している学習支援事業について、
受講生の対象が、小学４年生から小学１年生～中学
生に拡大されました。
現役大学生や教師経験者などによる学習支援を
行っています。
「ちょっとここが分からないな」「試験のために勉
強がしたいな」という方は、ぜひ、この機会をご利
用ください。
期間 通年（各月１回・夏季休暇８日間・冬季休暇２日間）
時間 午前9時30分～ 11時30分
定員 小中学生 合わせて15人
科目 国語・数学・英語・宿題
費用 無料
会場 大柿公民館
申し込み 受講申込書は市ホームページまたは県ひ
とり親家庭等福祉連合会のホームページからダウ
ンロードできます。
 ＦＡＸまたはメールで申し込みをしてください。
問い合わせ先 （一財）広島県ひとり親家庭等福祉連合会
☎０８２（５４３）６８８９

広告を募集中！

「広報えたじま」に掲載する広告を募集していま
す。申込方法など詳しくは、総務課秘書広報室☎
（４３）１６２８へお問い合わせください。
広告の大きさなど １枠縦46㎜×横170㎜・黒１色
広告の掲載位置 原則「お知らせ」ページの下部
（掲載位置は指定できません）

広報えたじま

平成29年6月 22

子育 て

ひ ろば

保 健医療課からのお知らせ
☎（４３）１６３９

食育体験事業

すくすくベビーくらぶ
日時 ６月６日㈫

午前10時～ 11時30分
会場 大柿保健センター
内容 離乳食教室
参加費 無料
準備 物 母子健康手帳、飲み物
（お茶・ミルクなど）
※希 望者には身体計測、健康相
談を行います。

すくすくくらぶ
日時 ６月22日㈭

午前10時～ 11時30分
会場 能美保健センター
内容 歯科衛生士による歯みがき
教室
参加費 無料
準備 物 母子健康手帳、飲み物
（お茶・ミルクなど）
、ハンドタ
オル（口を拭くため）
※当日は染め出し剤による、歯み
がきチェックを予定しています。
汚れてもよい服装でお越しくだ
さい。

「お米教室 ３回シリーズ」
第１回 田植え体験
日時 ６月３日㈯ 午前10時～
場所 澤医院隣の空き地（大柿町
小古江）
対象 子どもと保護者（子どもの
年齢制限なし）
申込締切 ６月２日㈮
準備物 帽子、お茶、バスタオル、
着替えなど
※２回目は稲刈り体験、３回目は
新米クッキングの予定です。

▲昨年の田植え体験
子 育て支援センターからの
お知らせ ☎（４２）２８５２

食育チャレンジ隊

にこ♡にこ身体計測
とお誕生日会

日時 ６月15日㈭
午前10時～午後１時
場所 能美保健センター
内容 噛み嚙み食を作って一緒
に歯磨きしよう！
対象者 ２歳以上の幼児と保護者
申込締切 ６月８日㈭
参加費 １人２００円
準備物 エプロン、お茶、タオル、
使っている歯ブラシなど

日時 ６月１日㈭・７月３日㈪
午前10時～身体測定
午前11時～誕生会
内容 どんなに大きくなったか
な？身体計測後、誕生日会を
します。誕生月のお子さんに
は、インタビューと写真入りカ
ードのプレゼントがあります。

６月の園庭開放

準備 物 母子健康手帳、フェイ
スタオル、オムツ

にこ♡にこひろば
にこ♡にこひろば①
日時 ６月８日㈭
午前10時30分～ 11時30分
内容 「いも植え」
 にこにこ農園に、みんなで
サツマイモの苗を植えましょ
う。おいしいお芋はできるか
な？
 大きく育っていく様子をみ
ていてね。
準備物 お茶、タオル、軍手
にこ♡にこひろば②
日時 ６月14日㈬
午前10時30分～ 11時30分
内容 「キッズダンス」
講師 岡山枝里先生
 ダ ン ス 講 師 を お 迎 え し て、
キッズ（ベビー）のためのダ
ンスをします。どんなダンス
かな？親子で楽しみましょう
ね！
 大人は動きやすい服装で来
てください。素足になります
のでタイツ、ストッキングは
ご遠慮ください。
準備 物 お茶、タオル、抱っこ
ひも（必要な方のみ）
にこ♡にこひろば③
日時 ６月20日㈫
午前10時30分～ 11時
内容 「七夕飾り」
 子どもたちの成長や幸せを
祈りながら、七夕飾りを親子
で一緒に作りましょう。
 どんな願い事をするのかな？
子

市内の保育施設では、園庭を開放しています。近くに遊び場や同年齢の遊び相手がいない、子育てに悩み
を抱えている方など、お気軽にご利用ください。
※行事などで利用できない場合があります。ご利用の際は、直接、各園にご確認ください。
日程 毎週㈪～㈮ 午前 10 時～ 11 時（土・日祝日なし )
内容 戸外あそび（雨天の場合は中止）
23 広報えたじま
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だより
島から世界へ

☎（４０）３０３７

「愛と優しさで人は育つ」



問生涯学習課

家庭教育講演会を
開催します

…
From the island to the world

年度教科書展示会を

平成 年度
教科書展示会
平成
江田島図書館で開催します。

をテーマに、家庭教育講演会

を開催します。人は誰でも褒

展示する教科書は、平成

年度から小学校で使用する

められたい、愛されていると

プ奏者）

レッタ作家・指導者／ハー

講師 永山友美子さん（オペ

みませんか。

もとの関わり方を振り返って

て、地域の大人として、子ど

色に癒されながら、家族とし

イリッシュハープの優しい音

いう実感が欲しいのです。ア

道徳」の教科

「特別の教科
書見本です。

どなたでも見学できますの
で、お気軽にお越しください。
場所 江田島図書館２階 会
議室
期日 ６月 日㈮～７月 日

㈮
（図書館の休館 日は除く）
時間 午前９時 分～午後７時

分～３時（開場午後１時）

日時 ７月８日㈯ 午後１時

場所 沖美ふれあいセンター
（入場無料）

▲

講師 の 永 山 さ ん 。 ユ ー モ
アもあり、わかりやすい
お話は好評です。

放課後児童支援員
を募集

30

問生涯学習課
☎（４０）３０３７

放課後児童クラブでは、夏
休み期間中の放課後児童支援
員を募集しています。
勤務内容 留守家庭児童（小
学生）に遊びや生活の指導
を行います。
応募条件 室内外での遊びな
どの活動、指導が可能な方。
大学生も可能です。
募集人員 若干名
任用期間 ７月 日㈮～８月
日㈭
時給 ９００円
勤務日 週３日～５日
勤務時間 午前８時～午後６
時のうち８時間（シフト制、
応相談）
勤務地 市内の放課後児童ク
ラブ
応募期間 ６月 日㈪～ 日
㈮
応 募 用 紙 は、 教 育 委 員 会、
本庁・各支所にあります。

31

教育委員会
一を図りました。
今年度も、学校と家庭や地
域との連携を図りながら、児
童生徒に豊かな心を育み、本
市の未来を創造できる人材を
育成して参ります。

30
14

平成29年6月 24
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※江田島市教育委員会のホームページアドレス
http://www.edc.etajima.hiroshima.jp/

16

児童生徒の豊かな心を育む取り組み
【江田島中 学 校 区 】

今年度、江田島中学校区

地域の方との活動

30

（江田島中学校・切串小学
校・江田島小学校）は、広島
県教育委員会から「道徳教育
『改善・充実』総合対策事
業」の指定を受け、取り組み
を進めているところです。
５月１日㈪には、外部から
講師を招へいして３校合同の
研修会を実施し、全教職員が
事業の趣旨を共通理解し、今
後の取り組みについて意識統

30

21

12

29

29

▲

公 民 館 の催し案内

学びの館 市民ギャラリー ６ 月

※記載がない場合、開催場所は各館
※電話で各公民館に申し込んでください

野鳥写真展
～江田島の夏鳥と留鳥～
沖美公民館バードウォッチング教室の皆
さんがカメラに収めた夏鳥たちを展示します。
どれも本市に生息する鳥たちです。ぜひ、本
市の豊かな自然を間近で感じてみませんか？
展示期間 ６月18日㈰～７月８日㈯
※開館時間は午前９時30分～午後４時30分
(火・祝除く)

■江田島公民館☎（４２）００１５
▶催しその１
エコクラフト作り講座
内容 小物入れ等に便利なエコクラ
フト作りに挑戦してみませんか。
日時 ６月19日㈪午後１時～３時
講師 小道貴美江さん
対象 どなたでも参加できます
準備 物 はさみ、洗濯ばさみ10個、
ボンド
定員 20人
参加費 ５００円（材料費）
申込期限 ６月12日㈪まで

参加費 無料
定員 30人

▶催しその２
寿司作り料理講座
内容 誕生日やお祝いなどに使える
寿司作りに挑戦しませんか。
日時 ６月21日㈬午前10時～正午
講師 久保文子さん
対象 どなたでも参加できます
準備物 エプロン
参加費 １,０００円
定員 ８人
申込期限 ６月14日㈬まで

▶催しその２
スポーツ吹矢を楽しもう
内容 腹式呼吸で的に向かって矢を
吹いてみよう！
日時 ６月10日㈯・24日㈯
午前10時～正午
※どちらかのみの参加も可
講師 杉原利男さん（公認指導員）
参加費 無料
定員 10人
申込期限 両日とも前日まで

▶催しその３
古鷹大学講演会
演題 海上自衛隊の現状及び海賊対
処について
講師 海上自衛隊第１術科学校校長
中畑康樹さん
日時 ６月20日㈫午前10時30分～正午
対象 どなたでも参加できます
参加費 無料

▶催しその３
美を楽しむ①
内容 ＭＯＡ美術館 茶室一白庵所
蔵の茶道具の展示と、「美の楽し
み方について」を講座（受講は要
予約）
日時 ６月24日㈯午後１時～４時
※講座は午後１時30分～２時
30分（要予約）
講師 河野義春さん（ＭＯＡ美術文
化インストラクター）
参加 費 ２００円（お抹茶を飲まれ
る方のみ。数に限りがあります。）
定員 20人（講座を受講する方）
申込期限 ６月23日㈮

■中町公民館 ☎（４５）５１２３
▶催しその１
笑いヨガ教室
内容 笑いの体操とヨガの呼吸法を
合わせた「笑いヨガ」を体験して
みませんか？
日時 ６月４日㈰午後１時30分～
講師 田中隆子さん
場所 鹿川公民館
準備物 運動できる服装・飲み物・
タオルなど
25 広報えたじま
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■大柿公民館 ☎（５７）３００９
▶催しその１
江田島！海軍カレー研究会②
内容 金曜日はカレーの日。海軍カ
レーレシピなどでカレー談義をし

ます。今回は、我が家自慢のカ
レーを作りましょう。
日時 ６月15日㈭午前９時～
申込期限 ６月12日㈪
▶催しその２
ふる里歴史探検隊
内容 写真や文献などから、江田島
市の文化財について学び、意見を
交わしながら知識を深めていきま
しょう。今回は、市文化財「大原
十二景俳諧之發句」の奉納額から、
蕉風俳諧が江田島で継承された様
子を紹介。さらに、大原十二景願
主雨丹翁が掲載された板本「萬家
人名録」を鑑賞します。
日時 ６月22日㈭午前10時～
申込期限 ６月12日㈪まで
▶催しその３
音楽広場～オカリナ＆リコーダー～
内容 小学生から高齢者までを対象
として、５回にわたりオカリナと
リコーダーのアンサンブル演奏を
楽しみます。
※楽器のない方は、ご相談ください。
日時 ６月17日㈯・24日㈯・７月
１日㈯・８日㈯・15日㈯
午後２時～３時30分
講師 西由輝子さん
参加費 大人800円 子ども無料

国民年金の届出が必要です

②障害基礎年金

年金額

くなったとき、その方に生計

を維持されていた「子のある

配偶者」または「子」が遺族

基礎年金を受け取ることがで

歳に到達する年度

きます。遺族基礎年金の支給

は、子が

年度

歳まで）です。

の末日まで（子に障害がある

場合は

この年金額は、平成

のものです。年金を受け取る

ます。

年間、全額保険料を納付された
方は

金を受け取ることができます。

お勤めしていた期間の年金は、

老齢厚生年金として受け取れま
す。

平成29年6月 26
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点検していますか？
住宅用火災警報器

①鳴らないとき
電池が切れているか、故障して
いるので交換をしましょう。
②音が鳴ったり、正常ですと鳴っ
たとき
正 常 に 作 動 し て い ま す。 今 後
も、月に１回くらい点検してくだ
さい。
交換時期
住宅用火災警報器は、電子部品
や電池の寿命がくると、作動しな
くなるおそれがあるため、 年を
目安に新しく買い替えることをお
ススメします！

国民年金で生活をサポート

国民年金は、 つの年金制度

であなたの生活をサポートしま
す。

万９３００円（平成

①老齢基礎年金
年金額

2

29

年度の満額）

歳になるまでの

77 97

には一定の要件が必要になり

歳から

1

22 77

18

20

1

3

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

歳から満額の老齢基礎年

40

77

60

年金
会社を退職（失業）された方へ

1

歳以上 歳未満の方が勤務
万４１２５円（ 級）
先を退職（失業）されたときは、
万９３００円（ 級）
厚生年金保険から国民年金への
国民年金に加入中の病気や
変更の届出が必要です。
ケガにより、障害の状態にあ
退職（失業）された方に扶養
る間は障害基礎年金を受け取
されていた配偶者も国民年金へ
ることができます。
の変更の届出が必要です。
手続き場所 本庁・各支所・年 ③遺族基礎年金

金事務所
年金額 １００万３６００円
手続きに必要な物 年金手帳・ ※子が 人いる配偶者の場合
退職したことが分かる書類
（基本額 万９３００円＋子
保険料 月 額 万 ６ ４ ９ ０ 円
の加算額 万４３００円）
（平成 年度）
国民年金に加入中の方が亡
60

29

65

火災の発生を音で知らせて
くれる住宅用火災警報器の設
置義務化が始まって約 年が
たちました。
いざというときに音が鳴ら
ないと火災に気付くのが遅れ
ます。皆さん、定期的に作動確
認をしましょう！
作動確認方法
まずは、作動ボタンを押して
（ヒモを引いて）メッセージを
聞きましょう。

20

29

20

10

平成 年度危険物安全
週間がはじまります
29

1件(5件)

災
☎（４５）４７３９

火

● 能美出張所

消防つうしん

10

６ 月 ４ 日 ㈰ ～ 日 ㈯ ま で、 危
険物安全週間が実施されます。
ガソリンや灯油など危険物の
取扱いには十分注意しましょう。
10

救 急 125件(530件)
※かっこ内は平成29年１月
からの累計

火災などのお問い合わせは☎（４２）３１１９へ

火災・救急件数

☎（４０）０１１９㈹

平成29年４月１日～30日
● 消防本部・消防署

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

「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
なかした

り

こ

ほりいけ

そ

う

し

ま

え ぐち

た

お

さ

き

中下 稟心（切串・４月18日） 江口 太凰（江南・４月21日）
かわ べ

堀池 奏羽（切串・４月22日） 河部 咲希（小用・４月24日）
能美町
さかい

堺

こ う ね

志真（中町・４月29日） 小宇根ほのか（高田・４月30日）

沖美町
よねはら

しお り

米原 栞里（美能・４月18日）
大柿町
さ とう

なぎ さ

ご冥福をお祈りします

（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。

江田島町
惠（小用・67 歳）

問保健医療課

☎（４３）１６３９

４日㈰

川崎医院（能美町鹿川）
診療時間：午前10時～午後５時

☎（45）2031

11日㈰

島の病院おおたに（能美町中町）
診療時間：午前10時～午後５時

☎（45）0303

18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

25日㈰

澤医院（大柿町小古江）
診療時間：午前10時～午後５時

☎（57）2003

6 月の相談

４月１日～30日届け出分

おくやみ

※日程は変更することがあります。

※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、呉医
師会休日急患センター等を紹介する場合があります。

佐藤 凪紗（柿浦・４月15日）

馬野

６月の当番医

（地区別50音順・敬称略）

安井ヤヱ子（中央・87 歳）

手島征四郎（津久茂・75 歳）

瀨﨑

勝（秋月・89 歳）

森田 宏明（江南・76 歳）

松坂 節子（小用・85 歳）

■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
６ 日㈫ 農村環境改善センター
13日㈫ 大柿公民館
20日㈫ 沖美市民センター
27日㈫ 江田島公民館

沖元ミツエ（津久茂・101 歳） 竹花 久枝（江南・85 歳）
能美町
五角 一馬（中町・81 歳）

松井美知子（鹿川・81 歳）

田尾 武義（高田・79 歳）

鍵本 政夫（高田・91 歳）

石上 貞男（中町・98 歳）
沖美町
重信 政行（三吉・88 歳）

中野ユキコ（三吉・83 歳）

𡧃山ハツコ（三吉・102 歳）

川原日出子（是長・88 歳）

久保河内ツイ子（美能・93 歳）

寺野下チヱミ（岡大王・92 歳）

大柿町
川邉ハルメ（深江・85 歳）

西岡 久子（大君・87 歳）

尾㔟満喜子（深江・85 歳）

迫平ユキミ（大君・92 歳）

髙本 澄江（飛渡瀬・90 歳）

寺田 繁夫（飛渡瀬・89 歳）

￥

市税などの納期限

６月30日㈮

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。

市県民税
（１期・全納）
保育料
（６月分）
住宅使用料
（６月分）

空 キミヱ（小古江・93 歳）

問税務課

☎（４３）１６３６
問子育て支援センター
☎（４２）２８５２
問都市整備課
☎（４３）１６４７

ありがとうございました

寄附

（50音順・敬称略）

ふるさと寄附金として
平成29年４月30日現在

新井

人口と世帯数 （外国人市民を含む）

池田 雅高（東広島市）

江田島
能 美
沖 美
大 柿
全 体
(前月比)

男性
4,305
2,523
1,652
3,406

11,886
（164）

27 広報えたじま

女性
4,363
2,754
1,632
3,668

計
8,668
5,277
3,284
7,074

世帯数
4,697
2,627
1,804
3,586

12,417 24,303 12,714
（15） （179） （207）

平成29年6月

沖

誼（東京都国立市） 有田 浩之（東京都港区）
大下 英蔵（広島市西区）

幸彦（愛媛県松山市） 川口友輝朗（東京都小平市）

坂元 弘和（神奈川県横浜市）中本 一夫（兵庫県西宮市）
早志 信治（神奈川県横浜市）原田 健吾（鹿児島県曽於郡）
久木 良平（千葉県市川市） 福田 義夫（千葉県松戸市）
江田島支所展示用として絵画
宇根美佐惠（江田島町小用）

広報えたじま

キラリ
えたじま

る、そんな「通いの場」は、参加
者の心も体も元気にしてくれてい
ます。現在、 カ所で笑顔の花が
咲き続けています。
市では、この「通いの場」の立
ち上げおよび継続支援を行い、生
きがいづくり、住民同士が支え合
い、助け合う地域づくりを目指し
ます。
問地域包括支援センター
☎（４３）１６４０

４月 日㈰、光源寺（能美町高
田）であった「第 回えたじま手
づくり市」に、バンド演奏で参加
させていただきました。光源寺は
今年、本堂再建２００周年にあた
ります。歴史あるお寺の本堂で歌
うのは、なかなかできない貴重な
体験です。演奏中、歌を聞いてく
れていた小学生たちが、一生懸命
歌ってくれ、一緒になって盛り上
げてくれました。子どもたちのパ
ワーはすごい！私にとって忘れら
れない時間となりました。
この手づくり市は、手づくり品
や島の特産品、おいしい食べ物な
ど の ほ か、 ワ ー ク シ ョ ッ プ な ど、
楽しめる企画が多くあり、春と秋
に定期的に開催されていますので、
気になった方はぜひ足を運んでみ
てください。

ほっとひといき

４ 月22日 ㈯、 世
界フィギュアスケー
ト国別対抗戦で、江
田 島 市 の オリ ー ブ
冠が 優 勝チームに
贈られました。
詳 し くは、１ペ
ージをご覧くださ
い。

30

10

http://www.city.etajima.hiroshima.jp

「広報えたじま」は、ホームページでご覧になれます。

52

健康寿命の延伸に向けて

とし ひで

▲レクリエーションを楽しむ参加者
〒７３７ ２２９７
広島県江田島市大柿町大原５０５番地
☎０８２３（４３）１６２８
０８２３（５７）４４３３
FAX

今月の 表紙

えたじまんのつどい全体会を開催
28

発行／江田島市
編集／江田島市総務部総務課
秘書広報室

▲グループでレクリエーション

▲大下寿英先生

４月 日㈮、農村環境改善セン よるレクリエーションを学び、「通
ターで、３回目となる「えたじま い の 場 」 で も 使 え る い ろ い ろ な
ん の つ ど い 全 体 会 」 が 開 催 さ れ、 ゲームにチャレンジし、参加者か
約１７０人が参加しました。
らは笑顔が絶えませんでした。
今回は、市職員による講演のほ
自分で歩いて行ける、行けばみ
か、㈱ウェルウェル統括部長（健 んなに会える、笑顔になれる、な
康運動指導士）の大下寿英先生に んとなくみんなが気にし合ってい
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