おおがき
「島ひきおに」
引島

江田島 スポーツクラブでは、
夏休み工場見学会
江田島市内各地域で多種目の教
日時 ８月１日㈫①午前９時
室を開催しています。
分～正午②午後１時 分
一度、見学・体験に来てみて
～４ 時 、８ 月 ８ 日 ㈫・９ 日
ください。
㈬・ 日㈭・ 日㈫午前９時
お問い合わせ先
分～正午
ＮＰＯ法人江田島 スポーツ
場所 Ｊ ＦＥスチール西日本
クラブ
製鉄所（福山地区）福山会
☎（４５）５４６１（水曜日
館（福山市大門町津之下）
休み）
内容 鉄の体験コーナー、工
場見学など
情報公開・個人情報保護
対象 小学生以上（小中学生
総合案内所
は保護者同伴）
定員 各 人（先着順）
国の行政機関、独立行政法
参加費 無料
人などの情報公開や個人情報
申し込み・お問い合わせ先
保 護 に つ い て 知 り た い こ と、
同製鉄所見学受付
なんでもお問い合わせくださ
☎０８４（９４５）４４５１
い。例えば・・・
▼情報公開制度や個人情報保
護制度の仕組みを知りたい。
▼個人情報の開示請求手続き
を知りたい。
▼開示請求を受け付ける窓口
はどこですか？
場所 広島市中区上八丁堀６
―３０
総務省中国四国管区行政評
価局内
受付時
 間 午前９時～午後５時
（月～金曜日）
電話 ０８２（５０２）０２７１

今年の４月に移住して３カ月が経ち
ました。
「ブランド請負人」としてのミッ

ションを模索するなか、少しずつで

すが、イベントへ参加したり、本市

の事業者の方々に会って、話をきい

て、それぞれの事業者の方の思いを

吸収させてもらう日々を過ごしてい

ます。

ブランド請負人のミッションとは？
市から「ブランド請負人」として

任命された主なミッションは「商品

30

30

15

30

「写真の提供もお願いします」と

に感じたのが、豊富な資源でした。

移住してまだ３カ月ですが、率直

ターの「呉氏」初共演の１枚です。

ぼう」と呉市マスコットキャラク

本市の非公認キャラクター「えた

います。

会って現場を体験していきたいと思

だお会いできていない事業者の方に

るのかなと思います。それから、ま

することで、色んなことが見えてく

の仕事の流れ、この島の動きを経験

生活やイベントなどの行事、事業者

まずは１年の流れ、四季を通して、

これから経験したいこと

見えてきました。

今後の課題だということも少しずつ

立させるものまで昇華できるのかが、

していくか、長期的な事業として成

その豊富な資源をどのように活か

なる機会も見受けられます。

サツマイモやオリーブなどが話題に

リなどの農産物や工芸品、最近では

海産物、みかんなどの柑橘やキュウ

カキやいりこをはじめとした多くの

「恵み多き島」という言葉の通り、

真を掲載します。

ホップで行われた観光物産展での写

ものがなかったので、先日マリーナ

る戦略的手段が「商品開発」「販路
す。

言われましたが、今回のお話に絡む

広報えたじま掲載写真の
データをお貸ししています

開拓」「ＰＲ」であると思っていま

広告を募集中！

一周カヌー・サップツーリング

大柿町出身の絵本作家、山
下明生先生の絵本「島ひきお
に」を舞台にカヌーで引島を
一周しませんか？
日時 ８月 日㈰午前９時～
場所 柿浦漁港
内容
・受付 午前８時 分～
・開会式 午前９時～
・カヌー・サップ体験 午前
時～ 時
・引島一周カヌーツーリング
午後１時 分～
・閉会式 午後３時 分～
参加費など 詳細は事務局へ
締め切り ８月 日㈰
お問い合わせ先
ＮＰＯ法人江田島 スポーツ
クラブ
☎（４５）５４６１（水曜日
休み）
江田島ｅスポーツクラブに
あそびにきませんか？
切串体育館で開催しているミ
ニテニス教室で参加者を募集し
ています。初心者の方も大歓
迎！体を動かして楽しい時間を
過ごしてみませんか？

「今回のつむぐ通信は永田さんで
す。今週中にお願いします」とのこ
とで、今回は永田が担当させていた
だきます。

e

地 域 お こ し 協 力 隊 ２ 期 生 と し て 、 本市の資源について

e

開発」「販路開拓」「ＰＲ」でした。
基本、ミッションの根本にあるの
は「市内の事業者さんたちが、いか
に長期的にお金を稼ぐ基盤を構築で
きるか」だと考えています。その方
向性が特産品であったり６次化産業
であり、それぞれの事業者の方が商
材にする商品や資源、ストーリーが
あり、どの消費者層へ届けていくか
といった過程の中で、適宜必要とな

▲呉氏（左）とえたぼう

30

10

90

「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）

30

13

e

20

12

30

「あそびフェスタ～夏～」
参加者募集

恒例になった「あそびフェ
スタ」を開催します。今回の
テーマは～夏～です。みんな
で楽しくあそんで暑い夏を吹
き飛ばそう！
お友達を誘ってあそびに来
てください。
日時 ８月 日㈫午前９時
分～受付（正午終了予定）
場所 江田島市スポーツセンター
内容 お楽しみ♪濡れても良
い服装でお越しください。
参加費 ３００円
持ち物 体育館シューズ、飲
み物、タオル、着替え
締め切り ８月 日㈰
お問い合わせ先
ＮＰＯ法人江田島 スポーツ
クラブ
☎（４５）５４６１（水曜日
休み）
22

「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。

平成29年8月 18
広報えたじま
平成29年8月
19 広報えたじま

45

今月は 永田 秀平さん

20

e

【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
オリーブ普及員 西村 京子

広報紙に掲載している写真の写
真データをお貸しします。写真デ
ータは各自で現像してもらうよう
にしています。詳しくは総務課秘
書広報室☎（４３）１２６８へお
問い合わせください。
▲観光物産展の様子

シリーズ連載 その15

つむぐ通信

10

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!!

お 知らせ
Information

