
　　

　９月１日㈰、市役所本庁で令和元年度江田島市地
域防災リーダー育成研修会を開催し、受講した47人
に地域防災リーダー認定証が交付されました。
　研修会では、「市の防災体制」の説明を受けた後、
広島県自主防災アドバイザーの宮永先生を講師に迎
え、楽しく防災を学ぶことを基本に「みんなで減災」
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問危機管理課☎（４３）１６３３新たに47人の地域防災リーダーが誕生

区分 日程 受付時間 場所

出
荷
す
る
方

10/19㈯（予備日10/20㈰）
10/22㈫、10/24㈭（予備日10/25㈮）
10/26㈯（予備日10/27㈰）
10/29㈫、10/31㈭（予備日11/1㈮）
11/2㈯（予備日11/3㈰）
11/5㈫、11/7㈭（予備日11/8㈮）、
11/9㈯（予備日11/10㈰）

13：30～
17：00

江田島オリーブ
フ ァ ク ト リ ー
（大柿町大君）

自
家
消
費
用
に

搾
油
す
る
方

10/21㈪、10/25㈮、10/27㈰、
11/4（祝・月）（予備日11/6㈬）
11月10日（日）

13：00～
16：00

オリーブ加工施設
（旧沖中学校）

※詳しくは「オリーブだより」をご覧ください。

　　江田島警察署通信　第38号　　　　　　　　　江田島警察署　☎（４２）０１１０
　　～その自転車、防犯登録していますか？～　  　　　

についての講演や避難所運営ゲーム（HUG）、クロ
スロードゲームを行い、災害対応について学びました。
今回の認定者を合わせ、市内で221人を地域防災リー
ダーとして認定しました。それぞれの地域で、ボラ
ンティアとして自治会が実施する防災訓練の支援や
防災活動を行っていきます。

　自転車をお店で購入した時などに、防犯登録をす
るよう薦められることも多いと思いますが、なぜ防
犯登録が必要なのでしょうか。
　自転車には車やバイクのようにナンバープレート
がありませんから、同じような見た目の自転車を見
分けることは難しいですよね。

　防犯登録は、皆さんの利用する自転車一台一台を
「この自転車はあなたの自転車です」と特定する、ナ
ンバープレートの代わりになります。
　万一の時のため、自転車の防犯登
録について今一度考えてみてはいか
がでしょうか。

▲避難所運営ゲーム（HUG）を行う参加者 ▲クロスロードゲームを行う参加者

問オリーブ振興室
☎（４３）１６４３

オリーブ
情報

■オリーブ栽培ごよみ　～オリーブを栽培している皆さんへ～
▶�オリーブアナアキゾウムシの発生確認後はダントツ水溶液2,000倍を収
穫前日までに木全体に散布しましょう。
▶来年の花芽のための養分として、秋肥を10月下旬に施用しましょう。

■オリーブ果実の出荷と搾油（自家消費用）の申込み

■�「ヒロシマＭＩＫＡＮマラソン」
　オリーブ冠づくりボランティア募集！
　一つのオリーブ冠を作るのに約40分
かかります。参加できる時間にお越し
ください。
日時　10/18㈮　13：00～ 17：00
場�所　市スポーツセンター　ミーティ
ングルーム（能美町中町）
申�込方法　前日までにオリーブ振興室
へご連絡ください。
主催　市オリーブ振興協議会

Information

―アートは喜び。アートは生きる力。―
令和元年度あいサポートアート展

� 問総務課☎（43）1111㈹
　天皇陛下即位礼正殿の儀に伴い、市
民の皆さまの祝意を伝えるため、祝賀
記帳所を設置します。
設置する日時・場所
①市役所本庁１階ロビー（大柿町大原）
　10月 22日（火・祝）
　午前９時～午後５時
②�市民サービスセンター（ゆめタウン
江田島内）
　10月 22日（火・祝）
　午前 11時～午後５時
※設置場所によって時間が異なります。

祝賀記帳所を設置します住民票などに旧氏（旧姓）
が併記できます

� 問総務課☎（43）1111㈹
　天皇陛下御即位を祝して、連綿と続
いてきた皇室の伝統を振り返るパネル
展示会を開催します。
　開催期間中は、奉祝記念ＤＶＤも上
映しています。ぜひご来場ください。
日時　10月 28日㈪～ 10月 31日㈭
　　　午前９時～午後５時
場所　能美市民センター（能美町中町）

天皇陛下御即位奉祝記念
「パネル展示会」開催

� 問市民生活課☎（43）1634
　11 月５日から婚姻などで氏に変更
があった方からの申し出により、住民
票やマイナンバーカードに旧氏（旧姓）
を併記することができます。
　これにより、保険・携帯電話の契約
や就職・職場などにおけるさまざまな
場面で、旧氏での本人確認ができるよ
うになります。
　旧氏を併記したい場合は、旧氏を証
明する資料（戸籍謄本など）が必要で
す。詳しくは、市民生活課へお問い合
わせください。

児童虐待防止講演会

� 問子育て支援課☎（42）2852
　子ども一人一人の人権が守られ、い
じめ・体罰などで命を絶つ子どもを出
さないために、大人の私たちの関わり
方を考えてみませんか。
日�時　11 月８日㈮午後１時 30 分～
３時 30分（開場：午後１時～）
場所　市役所本庁４階会議室
演�題　「どこが違うの？しつけと体罰
～体罰の何が問題なの？～」
講�師　森田ゆりさん（作家／エンパ
ワーメント・センター主宰）
申込期限　10月 31日㈭

　秋もやります！ゆめタウン江田島で
各学校吹奏楽部などが演奏を披露。ぜ
ひご来場ください。
日時
① 10月６日㈰大柿中学校
② 10月 12日㈯能美中学校
③ 10月 13日㈰江田島小学校
④ 10月 20日㈰江田島中学校
⑤ 10月 26日㈯三高中学校
⑥ 10月 27日㈰音戸中学校
※�時間はいずれも午前 11時～、午後
１時～の２回公演

ゆめタウン江田島で各学
校が演奏します！

� 問広島広域都市圏協議会
☎ 082（504）2017

　広島広域都市圏協議会では、サンフ
レッチェ広島共同応援の参加者を募集
しています。参加者には１組に１枚サ
ンフレッチェ広島の選手のサインをプ
レゼント！
日時　12月７日㈯午後２時キックオフ
対戦相手　ベガルタ仙台
会�場　エディオンスタジアム広島（広
島広域公園陸上競技場）
募�集人数　160人（申込多数の場合は抽選）

参加費　大人・子ども一律 3,000 円
そ�の他　現地集合・解散。S指定席で
まとまって応援します。小学生以下
は大人の同伴が必要です。
申�込方法　広島広域都市圏ホームペー
ジから申し込むか、往復はがきに参
加者（１枚５人まで）の住所、氏名、
年齢（学生の場合は学年）、電話番
号と「サンフレッチェ広島共同応援
希望」と明記し、11月１日㈮（消
印有効）までに広島広域都市圏協議
会へ郵送。
申�込先　〒730-8586（住所の記載不要）
広島市役所広域都市圏推進課　広島
広域都市圏協議会

募集 広島広域都市圏のみんなとサン
フレッチェ広島を応援しよう！

11月24日日　開会式　午前10時15分～（受付：午前９時～）
�ヒューマンビーチ長瀬広場（能美町中町）スタート・ゴール　約８kmコース
先着 300 人（健康な方で完歩できる方。小学生以下は保護者・代表者同伴）

▶�日時
▶�会場
▶�定員

大人・子ども１人 700円
（参加費・傷害保険料含む）
※�別途スポーツエントリー料（200
～ 300円程度）がかかります。
WEB サイトからか電話
☎0570（039）846まで。

▶�料金

▶�申込

　　　　えたじまウオーキング2019－秋－
 問市観光協会☎（42）4871

申込期限
10/31 ㈭

 問社会福祉課☎（43）1638
　障害のある方が制作された作品の展
覧会。輝く感性と創造のエネルギーが
込められた作品は、夢や元気、生きる
力を与えてくれます（入場無料）。
■広島会場
日�時　10 月 29 日㈫～ 11 月 3 日㈰
　　午前 9時～午後５時

　　　（1日㈮は午後７時まで）
場�所　広島県立美術館　地下 1階
　　　県民ギャラリー
　　　（広島市中区上幟町 2-22）
■福山会場
日�時　11月 19日㈫～ 24日㈰
　　　午前 9時 30分～午後５時
　　　（24日㈰は午後４時まで）
場�所　ふくやま美術館 1階
　　　ギャラリー・ホール
　　　（福山市西町 2-4-3）

広報えたじま　令和元年10月15 広報えたじま　令和元年10月 14


