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ありがとう、
わたしたちのまち。
今月の表紙

学校で学んだ知識や技能を生かし、地域に貢献できる活動を行っている呉特別支援学校江能分級。
11 月 17 日㈫には、
文久防災緑地（能美町鹿川）で、
高等部の生徒６人と教職員が、
草刈りやゴミ拾いを行いました。

（関連記事：裏表紙）

あきおか

明岳市長が無投票で再選。12 月５日から

明岳市政、二期目がスタート
任期満了に伴う江田島市長選挙は、11 月１
日㈰に告示され、明岳周作さん（65）以外に
立候補の届け出がなかったため、無投票となり
ました。
11 月９日㈪、市役所本庁で当選証書が付与
され、12 月５日㈯から、明岳市長の二期目が
スタートします。

当選証書付与式

「ワクワクできる島」えたじまを目指して
江田島市長

平

明岳

周作

成 28 年 12 月、市長に就任後、日々懸
命に江田島市の課題解決に向けて、４年

間駆け抜けてきました。
江田島市は恵み多き島。私は、この故郷、江
田島市を心から愛しています。小さなお子様か
らご年配の方々まで、誰もが住み慣れた地域で
安心して生活を送ることができる、家族の絆、
地域の絆により、互いに頼りにし、支え合い、
助け合いながら、様々な困りごとや不安を解決
できるまち、さらには、次の世代の子どもたち
が夢や目標をもつことができる、そうしたまち
づくりに積極的に取り組みたいと思います。
「念ずれば花開く」
。私の大好きな坂村真民先
生の詩があります。何事も一生懸命、念じるよ
うに、祈るように努力すれば、必ずやその目標
や夢が実現できるという、いわば実践するとい
う意味の言葉です。
「江田島市にとって、そして市民の皆様にとっ
て、何が最善なのか」
、このことを唯一の判断
基準とし、市民の皆様との対話を通して、引き
続き、皆様と力を合わせ、熱意と、誠意と、創
意で江田島市政を前進させてまいります。
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３つの重点テーマ
平成 29 年度から、
「しごとの創出」
「子育てしやすい環境づくり」
「健康寿命の延伸」の【３つの重点テーマ】を掲げ、
人口減少の改善を図り、「住む人も訪れる人も『ワクワクできる島』えたじま」に向け、取り組んでいます。

1しごとの創出

2子育てしやすい環境づくり

3健康寿命の延伸

①観光客の確保によるしごとづくり

①通学費等の子育て世代の負担軽減

①地域のつながりによる健康づくりの推進

②廃校施設跡地などを活用した企業誘致

②安心な保育・子育てサービスの提供

②地域介護予防活動への支援

③農業・漁業の担い手確保

③豊かな教育の提供

③高齢者の活躍の場の確保

④企業・創業の促進

④次世代を担う子どもの誕生の応援

④疾病の予防や早期治療

⑤しごとと人のマッチング

⑤保育・教育環境の整備

⑤高齢者が安心して暮らせる仕組みづくり

今後の取り組み
1災害（感染症含む）に強いまちづくり

4公共施設再編整備事業

平成 30 年７月豪雨災害の教訓を活かし、災害に強

地元のまちづくり協議会などと協議を進め、まちづく

いまちづくりをめざすとともに、新型感染症防止対

りの活動拠点としての施設整備を進めます。（大柿市

策に力を注ぎます。

民センター、飛渡瀬交流プラザ、切串交流プラザなど）

2新ホテル関連事業

5遊休施設等の処分、活用

新ホテルの整備に併せ、駐車場などの整備、周辺環

統廃合などにより未活用となっている市有地や施

境の充実を図ります。

設について、市の活性化のため、サテライトオフィ
スの誘致や処分、活用などに努めます。

3市の魅力アップに向けた取り組み

6地域振興施設整備事業

「えたじまものがたり博覧会」の実施など、観光戦

本市の新鮮で実り豊かな農水産物や加工品などの

略チーム「一歩」が中心となって、新たな観光コン

販売促進、および魅力発信、交流の場として、地域

テンツの開発に取り組みます。

振興施設の整備を進めます。

3 広報えたじま

令和２年12月

江田島市食生活改善推進員協議会

令和２年度広島県食育推進功労者表彰を受賞
問 保健医療課☎（４３）１６３９

食生活改善推進員の活動に興味がある方、お話を聞いてみたい方はお問い合わせください。

島 県 庁 で、

月

日 ㈪、
「令和２年

度広島県食育推進

な ど、 地 域 に 根 ざ し た 食 育

へのおすそ分け活動をする

食の機会の提供や近隣の人

ト 」 へ の 積 極 的 な 参 画、 共

シピ２万４千食プロジェク

ま た、
「えたじまん食育レ

す。

る活動にも取り組んでいま

や伝統食を次世代へ継承す

け た 啓 発 に 加 え、 郷 土 料 理

な ど、 健 康 寿 命 の 延 伸 に 向

取、 高 齢 者 の フ レ イ ル 予 防

員 協 議 会 は、 減 塩 や 野 菜 摂

江田島市食生活改善推進

た。

活等の分野で表彰されまし

長・ 山 下 忠 子 さ ん ） が 食 生

食生活改善推進員協議会（会

表 彰 式 が 行 わ れ、 江 田 島 市

功労者表彰（知事表彰）
」の

広

12

活 動 へ の 貢 献 が 評 価 さ れ、

今回の受賞となりました。
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どんなことしよるか
知っとる？
食生活改善推進員協議会

活動の紹介

①おやこの食育教室

②小学校料理クラブ

保育園、認定こども園の年長児に「栄

児童と一緒に郷土料理や行事食、お

養バランスの大切さ」を、保護者に

やつを作り、郷土料理などのいわれ

は「適塩生活」の話をし、親子で調

や理想のおやつの取り方を伝える活

理実習をします。

動をしています。

③低栄養予防教室

④男性料理教室

⑤イベントへの参加

地域のサロンに参加し、低栄養予防

減塩などの健康料理や、男性でも簡

各イベントに参加し、試食の配布に

のお話などをし、会員の手作りのお

単にできる料理を作り、適塩生活の

よる健康料理の紹介やレシピ本の販

弁当を喫食します。

啓発活動をしています。

売などの啓発活動をしています。

冬が旬！ほうれん草を使った

おすすめレシピ

ほうれん草の簡単白和え

材料（２人分）
ほうれん草

喜びの声

合併前から続けてきた地域に寄り添ったさまざ
まな食育活動が認められ、表彰されたことを会員

100g

一同で喜びたいと思います。

ニンジン

20g

これからも地域の特性にあった啓発活動を関係

厚揚げ

50g

団体、行政と連携を取りながら、続けていきます。

Aしょうゆ

小さじ 2/3

だし汁

小さじ 1

B白ごま

小さじ 1 強

マヨネーズ 小さじ 1 強
しょうゆ

これまで広報などで募集を呼びかけてきました
が、これを機会に、私たちと一緒に活動してくれ
る方が多くなることを願っています。

小さじ 1

作り方
① ほうれん草はサッとゆでて水にとって洗い、１分間水に
つける。水気をしっかり絞り、２㎝幅に切る。ニンジン
はせん切りにしてさっとゆでる。
② ①にAをからめておく。
③ 厚揚げは熱湯でゆでて細かくちぎる。
④ すり鉢でBを合わせてすり混ぜ、③を加えて混ぜ合わ
せ、②を和える。※白ごまはすりごまでもできます。
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山下忠子会長

表彰状を受け取る山下会長㊨

フウドのこれまでを説明する後藤峻さん

ワークショップ

小竹隼也シェフ
10/18 ㈰ フウドが３周年！交流イベントを開催

10月16日、フウドがオープンして３周年を迎えました。
それを記念し、交流イベントを開催。フウドの未来を語
り合うワークショップや、新宿泊施設の小竹隼也シェフ
の料理を楽しみながら、参加者は親睦を深めました。

10/23 ㈮ 有志による江田島湾サプライズ花火

市内２カ所（江田島町中央・能美町中町）から、有志による
サプライズ花火が打ち上げられました。夜空に咲く大輪の花
は、見る人に元気を与えてくれました。
能美町中町で打ち上がる花火（長瀬海岸）

コロナなんかに

負けんけぇ。
ⒸSTU

開催中

乗って江田島航路スタンプラリー 2020

江田島市内７航路を対象としたスタンプラリーが始まりま
した。対象期間中、スタンプを集めて応募すると豪華賞品
が当たります。令和３年２月28日㈰まで。
サツマイモ収穫

10/24 ㈯ 安田女子大学がボランティア活動

安田女子大学（広島市安佐南区）が共通教育ボラ
ンティア活動の一環で、市民園地のオリーブ収
穫や、企業のサツマイモ畑でサツマイモ収穫を
手伝いました。安田女子大学は、今後も市内で
のさまざまなボランティア活動を考えています。

2020 秋、えたじま
新型コロナウイルス感染症の影響により、
市内でも多くのイベントが中止になりました。
いつもと違う、えたじまの秋。
それでも、
“今できること”を探して、少しでも前へ――。
ちいさい秋、えたじまで見ぃつけた。

江田島古鷹太鼓を披露する児童
11/1 ㈰ 児童が継承。
「江田島古鷹太鼓」が復活！

15年前に途絶えた地元の和太鼓グループ「江田島古鷹太

フルート：目良直子さん、ピアノ：小蔦寛二さん
（10/31㈯）

鼓」が切串小で復活。学習発表会で5・6年生19人が成果
を初披露しました。

10/31 ㈯・11/3（火・祝）江田島市美術展でミニコンサート

わくわくセンター（能美町鹿川）で開催された江田島市美術展では、
展示された作品を見に多くの方が来場。また、10月31日㈯・11月３
鼓笛隊の演奏
11/1 ㈰ 青空の下で伝統の鼓笛隊披露

日（火・祝）には、屋外でのミニコンサートが行われ、青空の下、来
場者は美しい音色に聞き入っていました。

中町小では、今年、中止となった運動会で披露する予定だっ

乗って江田島航路
スタンプラリー 2020
詳しくはＨＰ

た伝統の鼓笛隊を、学習発表会で保護者に披露しました。
鹿川小３年生のオリーブ収穫体験

▶
▶

えたじまぐるっと
オリーブラリー 2020
詳しくはＨＰ

▶
▶

10/13 ㈫ 鹿川小と江能分級がオリーブ収穫

能美町鹿川の市民の園地で、鹿川小３年生と
江能分級小学部・高等部がオリーブ収穫体験。

開催中

えたじまぐるっとオリーブラリー 2020

スタンプを集めて応募すると、素敵な商品が当たる毎年恒
オリーブ収穫をした安田女子大学生

例の人気イベントです。今年も、市内18店舗がオリーブを
使ったメニューを提供しています。12月20日㈰まで。
市民園地でのオリーブ収穫

市民のみなさまへ

給付金等

子育て世帯

ひとり親世帯臨時
特別給付金【国】

１世帯５万円、第２子以降３万円を給付
対象 ①６月分児童扶養手当受給者、②公的
年金等を受給し児童扶養手当の全部支給停
止者、③家計が急変し収入が児童扶養手当
を受給している方と同水準の方

出産した

新生児特別定額
支援金

4月28日～令和3年3月31日までに出産し、出
産時から支援金を申請するまでに本市に住所
がある方に10万円を給付

子育て支援課
☎(42)2852

感染・感染の
疑いで
無給減給

傷病手当金

国保・後期高齢者医療被保険者が、感染または感
染が疑われたことで、その療養のために仕事を休
んだ期間、一定の要件を満たした場合に限り支給
支給 期間 仕事を休んで４日目から、仕事を
することができない期間
支給額 （直近の継続した３カ月間の給与収入
の合計額を就労日数で割った額）×2/3×支
給対象となる日数

保健医療課
☎(43)1639

感染し、入院
した

新型コロナウイル
ス感染症見舞金

感染し、入院した方に対し、
１人あたり５万円を支給

社会福祉課
☎(43)1638

緊急小口資金等の
特例貸付を受けた

生活困窮者支援
臨時特別給付金

広島県社会福祉協議会が行う緊急小口資金また
は総合支援資金の特例貸付を受けた方に対し、
１世帯あたり３万円の特別給付金を支給

社会福祉課
☎(43)1638

融資

緊急小口資金
休業・失業等で
生活資金不安

休業された方向け

貸付上限額 学校等の休業、個人事業主等の特例
の場合20万円以内、その他の場合10万円以内
据置期間 １年以内 償還期限 ２年以内
貸付上限額 複数世帯 月20万円以内

総合支援資金
単身世帯 月15万円以内
（うち生活支援費） 貸付期間 原則３月以内
失業された方向け

社会福祉課
☎(43)1638

市社会福祉協議会内
くらしサポートセン
ターえたじま
☎(27)7770

据置期間 １年以内 償還期限 10年以内

減免

保険税・保険料
が払えない

国民健康保険税・後
期高齢者医療保険
料・介護保険料減免

収入が前年に比べ３割以上減少するなど、要
件に該当する方は、申請により保険税・保険
料が減免となります。

税務課☎(43)1636
保健医療課☎(43)1639
高齢介護課☎(43)1651

国民年金保険料
が払えない

国民年金保険料
免除

２月以降に業務が失われた方や、相当程度の
所得低下が見込まれる方は国民年金保険料の
免除申請ができます。

市民生活課
☎(43)1634

税務課
☎(43)1636

業務課
☎(42)3311

市民・事業者共通

猶予

納税が今は
厳しい

納付猶予の
特例制度

事業等の収入が減少した方で、次の要件に該
当する場合は、1年間地方税の徴収の猶予を受
けることができます。（担保提供不要・延滞金
なし）
対象者 ①②のすべてに該当する納税者等
①令和2年2月1日以降の任意の期間（1カ月以
上）で、事業等に係る収入が前年同期に比
べて20％以上減少していること。
②一時的に納付が困難であること。

水道料金
・下水道使用料
支払いが厳しい

水道料金・下水道
使用料の支払い
猶予

水道料金・下水道使用料の支払いが困難な世
帯・事業者を対象に支払いの猶予が受けられ
ます。

広島コロナお知らせ

QR

同じタイミングでその場所を訪れた方の感染が確認さ
れた場合、注意喚起のメールが届くサービスです。施設
などを利用する際、掲示されたQRコードをスマホなど
で読み取り、メールアドレスを入力すれば登録完了。

詳しくは
こちらから
広島県HP

検査体制が拡充されています
唾液によるPCR検査が認可され、市内一部医療機
関でも検体採取が可能となっています。医師の判断
により、感染症が疑われる場合に実施します。受診
時には事前に医療機関へ相談してください。
問 保健医療課☎(43)1639

広報えたじま
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新型コロナウイルス感染症の主な支援一覧
市内事業者のみなさまへ

問交流観光課☎（４３）１６４４

未来創造支援金

地道な販路開拓等により売上高の増加や雇用の維持への取組、販売促進や誘客への取組、新型コロナウイルス
感染症予防策の取組、国・県等の支援策を活用する事業者へ支援を行います。
補助対象者 市内で事業を経営している事業者で他の類似する支援制度を受給等していない事業者
支援額 上限30万円、下限３万円
補助対象事業
①新商品開発、販路拡大
取組事例：新商品の開発、既存のインターネット販売用ウェブサイトへの登録など
②販売促進、誘客の取組
取組事例：事業者が独自に行う割引サービス、えたじまブランド認定品等江田島産品を飲食店が直接製造店舗
から購入したメニューの提供、販売促進用チラシやのぼりなどの作成
③新型コロナウイルス感染症防止対策
取組事例：マスク・消毒液などの購入、アクリル板・透明ビニールシートの購入・設置、換気設備の導入、従
業員の感染対策物品（体温計など）の購入
④国県の新型コロナウイルス感染症対策事業での事業者負担分への支援
取組事例：雇用調整助成金、小規模事業者持続化補助金、家賃支援給付金など
対象となる補助事業の期間 ４月１日～令和３年３日31日

事業継続支援金

支援金等

売上高が前年同月比で20％以上50％未満減少しており「がんばる商工業等支援金」
、
「広島県感染拡大防止協
力支援金」などの支援を受けることができない商工業等に対して支援を行います。
補助対象者 江田島市内に事業所を有している商工業等の中小・小規模・個人事業者で他の類似する支援制度を
受給等していない事業者
支援額 上限10万円
申請期限 令和３年３月31日

食べて応援！エタジマミライートプロジェクト

飲食店を応援するため、5,000円のチケットを買うと7,000円分のお食事ができる、40％のプレ
ミアム付き応援チケット「エタジマミライート」を発行しています。
チケット有効期間 令和３年１月14日
エタジマミライート
参加飲食店などの情報は市ホームページをご覧ください。

がんばる商工業等支援金

売上高等が前年同月比５％以上減少しており、この減少に関係した融資を日本政策金融公庫や銀行などから受け
た事業者に対して、融資を受けた額の２％を支援します。
支援額 上限30万円
申請期限 令和３年３月31日

雇用調整助成金等受給サポート補助金

事業者が従業員の雇用を守るための雇用調整助成金等の申請に必要な書類作成などを社会保険労務士に委託し
た際の委託料などに対して対象経費を全額（消費税は除きます）補助します。
補助対象者 市内に事業所がある中小企業・個人事業主で申請を社会保険労務士に委託し，その支給決定を受け
ている事業者
支援額 上限10万円
申請期限 令和３年２月28日

厚生労働省

新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）

■ iphone

本アプリは、スマートフォンの近接通信機能（ブルートゥース）を利用して、新型
コロナウイルス感染症陽性者と１m以内15分以上接触した可能性について、通知を
受けることができるアプリです。利用者は、陽性者と接触した可能性が分かることで、

■ android

検査の受診など保健所のサポートを早く受けることができます。
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新型コロナウイルス
感染症の最新情報は
こちらから

江田島市公式ホームページ

江田島市公式Facebook

広島県公式ホームページ

厚生労働省ホームページ

お知らせワイド
任期は令和５年10月31日まで

新たな農業委員と農地利用最適化推進委員が決まりました
問 農業委員会事務局☎（４３）１６４５
市農業委員会委員の任期満了に伴い、10月30

和５年10月31日までです。新たな農業委員と農

日㈮に新たな農業委員９人が市長から任命されま

地利用最適化推進委員は次のとおりです。

した。

※農地利用最適化推進委員は、担当地区において、

また、11月10日㈫開催の農業委員会臨時総会

担い手への農地利用の集積、遊休農地の発生防

において、会長、会長職務代理者の選出と農地利

止・解消、新規参入の促進など「農地利用の最

用最適化推進委員16人の委嘱を決定しました。

適化」を農業委員とともに推進するため、３年
前に設置されました。

農業委員と農地利用最適化推進委員の任期は令
▶農業委員（敬称略・議席番号順）
氏名
住所
村上 浩司

大柿町・会長職務代理者

清水 正子

沖美町

山田 隆見

江田島町

下河内昭博

沖美町

川尻 一行

沖美町

田中 正彦

能美町

中福 留美

大柿町

久保田 守

能美町

小原 正淸

江田島町・会長

村上浩司さん

清水正子さん

山田隆見さん

下河内昭博さん

川尻一行さん

田中正彦さん

中福留美さん

久保田守さん

小原正淸さん

▶農地利用最適化推進委員（敬称略・地区別50音順）
町
氏名
担当地区
町
小用、切串

中田 光治

幸ノ浦、大須、津久茂

二井 省三

鷲部、秋月、江南

向井 敏治

担当地区

俊治

畑、岡大王

尾上

嘉啓

三吉、高祖、美能

城山

數則

三吉、高祖、美能

中央、宮ノ原

西中

克弘

是長

川口 利恵

鹿川

胡子

勝弘

大君

久保 隆裕

中町

河尾

隆

柿浦、飛渡瀬

廣島

綠

高田

小松

功

大原、小古江

室元 文雄

鹿川

山本

功次

大柿町

能美町

大方

沖美町

江田島町

久保 和秀

氏名

深江

広報えたじま
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お知らせワイド
この機会にぜひ申請を！

マイナンバーカードの申請キャンペーンを再開します
問 市民生活課☎（４３）１６３４
12月からマイナンバーカード（個人番号カード）

受付場所 本庁市民生活課、市民センター（江田島・
能美・沖美）、三高支所

の申請キャンペーンを再開します。
より簡単、便利に申請できるよう申請に必要な
顔写真を無料で撮影し、その場で申請まで行います。
マイナンバーカードは、2021年３月からは保

必要なもの 運転免許証など顔写真付き身分証明
書は１点、保険証などは２点
申込方法 電話（予約制）

険証として利用ができる予定です。（利用登録手続
きは別途必要）
この機会にぜひ申請してください。

■申請の際には事前に連絡を

申請手続きに１人15分程度かかるため、来庁予

※写真撮影のため申請者本人の来庁が必要です。

定の窓口に事前に連絡をお願いします。

※カード作成に１カ月程度かかり、受け取りのた

各窓口連絡先

め、後日再度来庁する必要があります。

・本庁市民生活課☎（43）1634
・江田島市民センター☎（42）1111

対象者 市内に住所があり、撮影時にマイナンバー

・能美市民センター☎（40）2777

カードを申請する方

・沖美市民センター☎（48）0211

受付時間 午前９時～午後５時（土日・祝日除く）

・三高支所☎（47）0211

市民サービスセンター（ゆめタウン江田島内）

証明書などの発行業務を一時停止します
問 市民生活課☎（４３）１６３４
システム点検のため、次の期間は市民サービス

鑑登録証明書、所得証明書、所得課税証明書、

センター（ゆめタウン江田島内）で証明書などの

名寄帳、課税証明書、納税証明書（軽自動車税

発行ができません。ご迷惑をおかけしますが、ご

継続検査用含む）、公課証明書、評価証明書など

協力をお願いします。

の発行

停止期間

12 月 12 日㈯・13 日㈰

停止業務 住民票（記載事項証明書）の写し、印

令和３年

※税などの収納、書類の引き継ぎなどは、通常ど
おり受け付けます。ただし、内容確認が必要な
場合は、受け付けできないこともあります。

消防出初式

江田島市

令和３年江田島市消防出初式は、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大防止のため、開催方法を
変更することとしましたのでお知らせします。

日時 令和3年1月10日㈰午前10時～

場所 わくわくセンター（能美町鹿川）

無観客開催のお知らせ

·屋内で式典のみを開催します。
·参加者を大幅に縮小し無観客で行います。市
民の皆さまに、消防職・団員の勇姿を披露でき
ないのは残念ですが、ご理解いただきますよう、
お願いします。

消防本部総務課☎（４０）０１１９㈹
11 広報えたじま
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江田島市公式facebook
江田島市フェイスブック

検索

↑

市政情報やまちのわだいをfacebook
で発信しています。

おめでとうございます

小中正治さん

三浦忠美さん

濵野眞路さん

秋の叙勲・
危険業務従事者
叙勲を受章

秋の叙勲
瑞宝小綬章 小中 正治（元広島県政策企画部長・能美町高田）
瑞宝単光章 三浦 忠美（元市消防団副団長・沖美町三吉）

長年にわたり各分野の進展に尽くされた功績がた

危険業務従事者叙勲

たえられ、市内から次の方が受章されました。（敬称

瑞宝双光章 濵野 眞路（元海上自衛官・沖美町三吉）

略・写真は承諾をいただいた方のみ）

シルバー人材センターが清掃活動
10
17 ㈯ 自分たちで町をきれいに！
能美町中町の能美市民センターから長瀬海岸までを、
シルバー人材センターの会員有志63人が小雨の中、ボ
あきおか

ランティアで清掃活動を行いました。この日は、明岳
市長も清掃活動に参加。また、女性部会長ほか５人
が、ゆめタウン江田島出入り口で、シルバー人材セン
ターのパンフレットと竹炭製品を200人に配布するな
ど、会員増強、就業促進につながるよう存在をアピー
ルしました。

▲清掃活動を行ったシルバー人材センター会員有志

安全で住み良いまちづくりを目指す
10
23 ㈮ 大幸まちづくり協議会認定書授与式
市役所本庁で「大幸まちづくり協議会設立認定書授
与式」が行われ、明岳市長が大幸まちづくり協議会・
山田隆見会長に認定書を授与しました。
式では、大幸まちづくり協議会から、設立の経緯や
設立に向けた取り組みと、これからの活動、抱負など
について報告があり、大須地区と幸ノ浦地区が手を取
り合い、安全で住み良いまちづくりに取り組んでいく
ことを誓いました。

▲大幸まちづくり協議会認定書授与式の様子

税務行政に貢献
11
13 ㈮ 広島南税務署長から感謝状贈呈
本市の税務行政に関し、住民サービスの向上ならび
に地方税当局および国税当局双方の行政効率化に多大
な貢献をされたとして、広島南税務署長から江田島市
に対し、感謝状が贈呈されました。

▲感謝状贈呈の様子
広報えたじま
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お知らせワイド
江田島市表彰式
10
30 ㈮ 市政振興に寄与された方・団体を表彰

市役所本庁で江田島市表彰式が行われました。市政

振興に寄与し、表彰された方および団体は、次のとお
りです。（敬称略・順不同）
■善行表彰
有限会社伊勢屋コンサルタント（能美町鹿川）
白地水産株式会社（能美町鹿川）
株式会社勇恵（能美町鹿川）
中国化薬株式会社（呉市天応）
大新土木株式会社（呉市西中央）
ダイユウ技研土木株式会社（呉市西中央）

一般・高校生の部入賞者

第 16 回江田島市美術展
10
31 ㈯ 計 142 点が入賞
10月31日㈯～ 11月３日（火・祝）、わくわくセン
ター（能美町鹿川）で江田島市美術展が開催されました。
同美術展には、1,758点の出品があり、142点が入賞。
10月31日㈯に入賞者の表彰式を行いました。各部の主
な入賞者は次のとおりです。（敬称略）

■一般の部
大 賞
優秀賞

13 広報えたじま

湊 里香（呉市・絵画）
矢田 文男（広島市・絵画）
塚迫 和寿（大柿町柿浦・絵画）
畠藤 京子（江田島町江南・書）
平野 良雄（江田島町中央・写真）
田村 武司（能美町中町・写真）
花﨑 直子（沖美町岡大王・彫工）

令和２年12月

▲表彰された皆さん

小・中学生の部入賞者

■高校生の部
大 賞
宮本 留佳（呉昭和高１年・絵画）
優秀賞
巳之越 由真（大柿高２年・絵画）
赤坂 海斗（呉特支３年・絵画）
■小・中学生の部
市長賞
曽
杏奈（中町小６年・絵画）
山下 柚奈（江田島中３年・書）
議長賞
尾崎 愛心（中町小５年・絵画）
山下 萌唯（江田島小６年・書）
教育長賞
古本
雫（切串小５年・絵画）
片山 凜香（江田島小３年・書）
実行委員長賞 佐藤 桜花（鹿川小６年・絵画）
出海 梨乃（大柿中２年・書）
文化協会会長賞 濱本 絢斗（大古小５年・絵画）
中山 未路（能美中１年・書）
小学校長会長賞 秋村 礼隆（江田島小３年・絵画）
勝間 小愛（鹿川小５年・書）
中学校長会長賞 武島
蓮（能美中３年・絵画）
出口 若菜（能美中３年・書）

江田島市公式facebook
江田島市フェイスブック

検索

↑

市政情報やまちのわだいをfacebook
で発信しています。

ン

オンライ

開催！

大君まちづくり協議会
10
18 ㈰ 旧大君小学校内外の環境整備
大君まちづくり協議会は、日ごろ大君自治会館（旧
大君小学校）を自主活動で使用している団体と協力し
せんてい

て、自治会館内の大掃除とグラウンドの樹木の剪定を
行いました。
女性陣は会館内を重点的に掃除を行い、男性陣は、
チェーンソーなどを使用して枝切りを行いました。
約２時間の環境整備を終え、「旧大君小学校が見事に
よみがえった」と参加者は喜んでいました。

更生保護に功績
11
11 ㈬ 保護司など７人が受賞
広島ガーデンパレス（広島市東区）において広島県
更生保護功労者顕彰式が開催されました。平素の保護
司などの更生保護活動に対する功労が認められ、江田
島市からは次の方が表彰されました。（敬称略）
※保護司は、法務大臣から委託された非常勤の国家公務員で、
犯罪をした者や非行のある少年の改善更生を助け、犯罪予防
のため社会活動に務め、公共の福祉に寄与するものです。

▲剪定してよみがえった二宮金次郎像周辺

全国保護司連盟理事長表彰

山﨑 法明（江田島町）

全国保護司連盟理事長表彰（家族功労） 佐々木佐枝子（沖美町）
中国地方更生保護委員会委員長表彰 甲斐上正則（大柿町）
西山 慈晃(大柿町)
広島保護観察所長表彰

松原 一徳(沖美町)
皆川まなみ(大柿町)

広島保護観察所長感謝状(家族功労)

田丸 文子(能美町)
広報えたじま
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お知らせワイド

10月28日㈬に開催されたセミナーの様子。オンラインでの開催についてノウハウを学ぶ「一歩」のメンバー。

江田島市観光戦略チーム「一歩」
10
28 ㈬ ～新たな挑戦～えも博、来春のオンラインでの初開催を目指す！
観光戦略チーム「一歩」では、市民ボランティア、

「えたじま ものがたり 博覧会」のプレ開催を目指しま

市、市観光協会、市商工会、海上自衛隊第１術科学校、

したが、開催２日前に新型コロナウイルス感染症拡大

観光関連団体、事業者などが一体となり、官民をあげ

の影響で延期を決定しました。

て観光振興に取り組んでいます。
昨年度は、島ならではの魅力ある22の体験型観光メ
ニューを一堂に会して一定期間販売・PRするイベント

今年度は来春のオンライン開催を目指し、新しい生
活様式に対応した事業展開のノウハウを学び、来年度
の博覧会の実施につなげていきます。

Information
広島交響楽団オーケストラ音楽鑑賞教室
広島広域都市圏の児童（小学生・中学生・高校生）を

問 広島市広域都市圏推進課
☎ 082（504）2017
広島広域都市圏マスコットキャラクター
「ひろしま都市犬はっしー」

対象に、広島交響楽団による音楽鑑賞教室を開催しま
す。広島交響楽団音楽総監督である下野竜也さんの司会

申込期間

進行・指揮により、オーケストラや演奏曲にまつわる楽

▶１次申込：12 月 15 日㈫午前 11 時～ 1 月 7 日㈭午前 11 時

しい話を交えながらプロのオーケストラの演奏をお届け

▶ 2 次申込：1 月 12 日㈫午前 11 時～ 1 月 19 日㈫午前 11 時

します。

※ 1 次申込で募集人数に達した場合は、2 次申込は実

公演名

広島交響楽団オーケストラ音楽鑑賞教室
下野竜也（広島交響楽団音楽総監督）指揮

日時

令和 3 年 2 月 6 日㈯午後２時～午後３時

会場

JMS アステールプラザ大ホール
（広島市中区加古町 4 番 17 号）

募集対象

施しません。
その他

詳しくは広島広域都市圏ホームページを確認し
てください。
広島広域都市圏

広島広域都市圏在住の児童（小学生・中学生・

―広島広域都市圏は以下の市町で構成されています―

高校生）およびその保護者

広島県▶広島市、呉市、竹原市、三原市、大竹市、東広

※児童 1 人につき保護者 1 人まで参加可能

島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中

募集人数

町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広

鑑賞料

500 人（抽選）
小学生：700 円、中学生：800 円
高校生：900 円、保護者：900 円

申込方法
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チケットぴあホームページから申込（抽選）

令和２年12月

島町、大崎上島町、世羅町
山口県▶岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、
田布施町、平生町

11月５日㈭、広島県『みんなで減災』一斉地震防
災避難訓練に併せ、江田島小学校では地震対応避難
訓練が行われました。
震度５強の地震を想定し、児童は地震の際の安全
確保行動１－２－３「まず低く・頭を守り・動かない」

タイムライン」の作成方法についての説明を受けま
した。
マイ・タイムラインは、いざという時に慌てず確
実に避難するための防災行動計画です。
災害時に、避難するタイミングや持ち出しグッズ、

をしっかり守り、先生の指示のもと訓練を行いました。

避難先などを災害が起きる前に家族で計画しておく

訓練終了後は、危機管理課から「ひろしまマイ・

ことがいかに大切であるかを知る機会になりました。

1

2

3

4

大規模災害に備えて

広島県「みんなで減災」一斉地震防災訓練・マイタイムライン作成

問 危機管理課☎（４３）１６３３

12地震対応避難訓練の様子34広島マイタイムライン作成説明の様子

江田島警察署通信 第 52 号

江田島警察署☎（42）0110

特殊詐欺被害を水際阻止！
10月に、江田島警察署管内の金融機関において、
職員の方が適切な措置を行ったことにより、特殊
詐欺被害を水際阻止しました。
今回の事例は、金融機関に被害者が「投資目的

広島県警は、年間の特殊詐欺被害総額を５億円
にするという「アンダー５作戦」を推進中です。
引き続き、特殊詐欺被害を水際阻止するため、
積極的な声かけと通報をよろしくお願いします。

でお金を振り込みたい」と申し出たことから、職

これからも、安全・安心な江田島市の実現のた

員２人が詐欺を疑い、警察に通報したことで、詐

め取り組みを推進していきますので、ご協力をお

欺被害を未然に防ぐことができました。

願いします。
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受付 午前８時 30 分
～午後５時 15 分
（開庁日のみ）

全国的にイノシシの生息数は年々増加しており、本

市でも、頻繁にイノシシが目撃されています。イノシ

シに出会ってしまった時には、以下の対策を参考にし

もっと知りたい！
こうきょうこうつう
〜おれんじ号と江田島北部朝夕便〜

もちろん︑新型コロナウイルス感

にも利用できます︒

は︑ 公 共 交 通 を 利 用 で き な い 交 通 空
染症対策も徹底しており︑定期的な

おれんじ号と江田島北部朝夕便
白 地 地 域 の 移 動 を 確 保 す る た め︑ 導
車内換気・車内消毒︑運転手のマス
ク着用などの対策を行っていますの

入されました ︒
お れ ん じ 号 は︑ 予 約 制 で︑ 日 中 の

で︑おれんじ号を利用し︑みんなで
予約方法や運行時間・運行区域な

時間帯に江田島町北部と沖美町全域
江 田 島 北 部 朝 夕 便 は︑ 毎 日︑ 朝・

どの詳しい情報は︑江田島市公共交

公共交通を守りませんか︒

夕方の時間帯に江田島町北部を運行

通マップをご覧ください︒

を運行してい ま す ︒

しています︒︻予約不要・毎日運行︵年
末年始を除く︶︼
おれんじ号と江田島北部朝夕便
︵以下﹁おれんじ号﹂︶を含めた全体
の 利 用 者 数︵ 令 和 元 年 度 実 績 ︶ は ︑
９千人以上と増加傾向にあります
が︑ 江 田 島 北 部 線 ︵ 朝 夕 便 も 含 む ︶
の利用者は︑ 伸 び 悩 ん で い ま す ︒
当 然︑ 利 用 者 が 少 な く な れ ば ︑ 公
共交通を維持することは難しくなり
ます︒
普 段 の 移 動 は︑ 自 家 用 車 と い う 方
が多いと思いますが︑おれんじ号は︑
通 院 や 買 物 以 外 に も︑ 農 作 業 を す る
ための移動や飲食店までの移動の際

令和２年12月
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してしまいます。

シなどに出会うことがあります。外に出かける必要が

イノシシは、大声を出したり脅したりすると、興奮

グをする人が増えていますが、思わぬところでイノシ

て近づかず、静かにその場を離れましょう。

健康志向から早朝や夜間にウォーキングやジョギン

イノシシに至近距離で出会ってしまった場合や、ウ

リ坊を連れている母イノシシに出会った場合は、決し

早朝・夜間に外出する時

イノシシに出会ってしまった時

てください。

イノシシ 110 番
☎（43）1652
鳥獣被害対策の悩み事は

イノシシに出会ってしまった時

問 企画振興課
☎（４３）１６３０

▲おれんじ号

・ウロウロして怖い
・遭遇したらどうしよう
・作物を食べられる、掘り起こされる
心配ごと、困りごとがあったら相談してね！

イノシシ対策

vol.19
公共交通マップ
（PDF）

ある時は、ライトやラジオ、鈴などを携帯し、光や音

ただし、イノシシの逃げ道をさえぎって対面した場

を流しながら歩くことで、イノシシに人間がいること

合は、なるべく道を空けるようにして、イノシシを逃

を知らせるようにしましょう。

がすようにしましょう。

お 知らせ
ひとり親家庭の自立支援
資格取得のための給付金制度

ている者、または同等の所得水準に

問 子育て支援課☎（42）2852

上のカリキュラムを修業し、対象資

野外焼却は禁止されて
います

ある者、②養成機関において１年以

問 地域支援課☎（43）1637
野外焼却は一部の例外を除いて法律

格の取得が見込まれる者

ひとり親家庭の自立を支援するた

で禁止されています。

対象資格 看護師（准看護師含む）・介

め、父または母に対し、給付金の支給、

農業、林業または漁業を営むために

貸付制度があります。

護福祉士・保育士・理学療法士・作

※いずれも受験前に相談・面談が必要。

業療法士・調理師・製菓衛生師など

やむを得ないものなどは例外的に認め

※准看護師から看護師、看護師から保

られていますが、煙や悪臭によって、

健師・助産師へ、引き続き養成機関

近所の迷惑にならないように、場所、

に進学する場合も対象となります。

風向き、時間帯などの配慮をお願いし

■自立支援教育訓練給付金
就職に有利な資格を取得するための

ます。

教育訓練を受講する場合、その費用の

支給額

一部を支給。

・訓練促進給付金

対象者

①児童扶養手当の支給を受け

非課税世帯

ている者、または同等の所得水準に

課税世帯

ある者、
②対象講座を受けることが、

母子・父子および寡婦福
祉資金貸付金の貸付け

月額 70,500 円

※修学最終年限は月 40,000 円が加

適職に就くために必要な者

算されます。

問 子育て支援課☎（42）2852

・修了支援給付金

対象講座 事前にお問い合わせください。
支給額

月額 100,000 円

非課税世帯

入学料および授業料の 60％

課税世帯

(12,000 円～ 200,000 円まで )

母子・父子家庭および寡婦の生活の

50,000 円

安定と、その児童（子）の福祉を図る

25,000 円

ため、貸付制度があります。
貸付の種類には、子どもが高校・大

■高等職業訓練促進資金貸付金

■高等職業訓練促進給付金

学等の修学するための「修学資金」や

高等職業訓練促進給付金制度を利用

就職に有利な資格を取得するための
養成訓練受講期間中に訓練促進給付金、

した人に対し、入学準備金・就職準備

受講修了後に修了支援給付金を支給。

金の貸付制度があります。一定の条件

対象者

により、返還免除もあります。

①児童扶養手当の支給を受け

「生活資金」「技能習得資金」などがあ
ります。申請には、事前相談が必要と
なりますので、子育て支援課に連絡の
上、来所してください。

年末年始のごみ収集日程

問 地域支援課☎（43）1637

年末年始のごみ収集は次の日程で行います。事業者や個人でごみを持ち込む場合は、日程を確認して手続き
を行ってください。
▶燃えるごみの特別収集日程
区分
江田島町（燃えるごみ）

12月28日㈪

12月29日㈫

12月30日㈬～１月３日㈰

１月４日㈪

通常通り

通常通り

全地区
収集しません

通常通り

能美町（燃えるごみ）
沖美町（燃えるごみ）
大柿町（燃えるごみ）
▶年末年始各センター受入日程
区分
リレーセンター
環境センター

※ごみの個人持込は10㎏につき110円
12月
26日
27日
28日
29日
30日
31日
土

日

休み

休み

月

火

○

○

○

○

水

木

▶問い合わせ先・受付時間など
リレーセンター
☎（42）2113
環境センター
☎（49）1731

12月28日㈪・29日㈫は、一般持込みの受付業務を行います。
（受付時間

午前９時～正午・午後１時～４時）

12月28日㈪・29日㈫は、一般持込みの受付業務を行います。
（受付時間

午前９時～正午・午後１時～４時）

１日

２日

１月
３日

４日

５日

金

土

日

月

火

休み

○

○

○

○

※年末年始の関係上、１月は収集日
を変更しています。必ずごみ出し
カレンダーを確認の上、持ち出し
てください。

広報えたじま
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Information
募集

年末交通事故防止
県民総ぐるみ運動

令和３・４年度海上自衛隊
江田島基地モニター募集

問 海上自衛隊第１術科学校広報係
☎（42）1211（内線 2016）
募集対象

江田島市在住で、20 歳以

上（元自衛官、
現役の公務員を除く）
委嘱期間

令和３年４月１日～令和５

年３月 31 日（２年間）
選考方法

書類選考と面接

問 社会福祉課☎（43）1638

年末は、交通量の増加や慌ただしさ

ぱすてる☎（27）8899

から交通事故が増加する傾向にありま

「障害者週間」は、国民の間に広く

す。交通ルールの遵守と正しい交通マ

障害のある人の福祉についての関心と

ナーを習慣づけましょう。

理解を深めるとともに、障害のある人

期間

が社会、経済、文化その他のあらゆる

12 月 1 日㈫～ 10 日㈭

・あおるより

記の上、住所、氏名（ふりがな）
、
生年月日（年齢）、性別、職業、電

かっ

高めることを目的として設けられまし

こいい

た。
障害のある人への理解をすすめ、自

75 作戦～ 2020 年へ向けて～

FAX で申し込み。

立と社会参加を促進し、誰もが暮らし

▶運動の重点

申込み先

やすい社会を実現させましょう。

・子供と高齢者の安全な通行の確保

海上自衛隊第１術科学校広報係
（〒 737-2195 江田島町国有無番地）
（42）3030
海上自衛隊第１術科学校の

また、障害について、悩みごとや困

・高齢運転者の交通事故防止

りごとがある方は、江田島市障害者相

・飲酒運転の根絶

談支援事業所「ぱすてる」にご相談く

・自転車の安全利用の推進

ださい。

競争入札参加資格審査

基地モニターとして各種行事、研修

受付場所

申請を受け付けます

など（３カ月に１回程度、研修は平
地の諸施策などに関して、ご意見、
ご要望などを伺います。
５人

市役所本庁３階

・申請手続などは市ホームページの
「入
札・契約情報」をご覧ください。

問 財政課☎（43）1629

日に実施）に参加していただき、基

募集人数

分野の活動に積極的に参加する意欲を

ゆずるあなたが

・なくそう交通死亡事故・アンダー

話番号を記入して官製はがきまたは

障害者週間

問 総務課☎（43）1111 ㈹

▶スローガンなど

申込方法 「基地モニター応募」と明

活動内容

12 月 3 日
～9日

市が令和３・４年度に発注する「建

・「建設工事」および「測量・建設コ

設工事」
・「測量・建設コンサルタント

ンサルタント等業務」で、広島県お

等業務」と「物品・その他業務」の競

よび県内市町が共同して運用する

争入札参加資格審査申請を、財政課で

「資格審査受付システム」を利用し、

受け付けます。

電子申請を行っている場合は、この

受付期間

１月 12 日㈫～ 29 日㈮

受付期間に申請する必要はありませ

受付時間

午前９時～午後５時

ん。

■税関からの密輸に関する情報提供のお願い■■■

■■

覚醒剤などの違法薬物や銃器類、金の密輸は皆さまからの情報提供が大きな力となります。
「深夜に暴力団風の人物や、普段見かけないような外国人を見た」
「海岸で、普段見かけない人が船から物を降ろしている」
「ライトなどで周囲に合図を送っている船舶、外国の船舶と接触している船舶を見た」
「普段見かけない船舶や中身の分からない漂流物、漂着物がある」
など、身の回りで不審者や不審な貨物、不審な出来事を目にした際、税関密輸情報窓口にご連

税関麻薬探知犬エル号

■税関密輸情報窓口

絡ください。
シロイ

クロイ

密輸ダイヤル ☎0120（461）961（24時間フリーダイヤル）
呉税関支署

☎（21）2232（平日8：30 ～17：15）

税関密輸情報提供サイト

パラパラ漫画のYouTube動画を作成！一人の税関職員
を主人公に、貿易の健全な発展と安全な社会を実現す
るため突き進む姿を描いています。

令和２年12月

QR コード

http://customs.go.jp/mizugiwa/mitsuyu/mitsuyu-dial.htm

吉本興業所属のタレント・鉄拳さんとタイアップし、

19 広報えたじま

税関密輸情報提供サイト

動画はこちらから▶
Youtube
「税関チャンネル」

カスタムくん

お 知らせ
「景観づくり大賞」

無料法律相談

巡回パネル展を開催
問 都市整備課☎（43）1647

問 総務課☎（43）1111 ㈹
市民を対象とした、無料法律相談を
開催します。
お気軽にご相談ください。
■広島弁護士会による法律相談
日時

12 月 24 日㈭午後１時～４時

場所

市役所本庁（大柿町大原）

人数

５人（１人 30 分）

予約方法

申し込み順で、12 月１日

㈫から総務課で受け付けます。

空き家無料相談会

問 市社会福祉協議会無料職業紹介所

県内市町と広島県で構成されている

☎（27）8034

広島県景観会議では、広島県の優れた

交流観光課☎（43）1644

景観を守り育てるために、景観写真を
募集し、「景観づくり大賞」の表彰を
しています。

事業所名
瀬戸内シーライン㈱
☎ 082（254）1701

現在、県内市町で巡回パネル展を開
催しており、江田島市では次の期間に
て受賞作品などを展示します。
期間

12 月 21 日㈪～ 24 日㈭

場所

市役所本庁１階ロビー

募集職種

船長・機関長（高速船、
フェ

リー）
募集人数

各１人

勤務場所

宇品～小用航路、小用～呉

中央航路、宇品～高田・中町航路、
広島～宮島航路、宇品～三高航路

受賞作品は WEB サイト
でも見ることができます
「広島県景観会議」

問 都市整備課☎（43）1647

年齢条件

45 歳以下

勤務時間

全日本海員組合との労働協

約書による（詳細は面談）

空き家所有者などを対象に、専門家
による無料相談会を行います。事前予

蜜蜂を飼育する方へ

約制で、相談内容に応じた専門家が対
応します。お気軽にご相談ください。
専門家

求人の詳細は
募集事業所へ

求人情報

問 広島県西部畜産事務所

司法書士、宅建士、建築士、

☎ 082（423）2441

土地家屋調査士などの江田島市空家

飼育群数の多少に限らず蜜蜂を飼育

給与
月給 330,000 円～
昇給（年 1 回）・賞与（年２回）
必要な免許

５級海技士（航海・機関）

以上、普通自動車免許

する場合は、毎年１月末までに「蜜蜂

休日 会社カレンダーによる（３勤３休）

12 月 23 日㈬

飼育届」の提出が義務づけられていま

このほかの求人情報を知りたい方は、

午前 10 時～午後３時

す（手数料無料）。

市社会福祉協議会無料職業紹介所まで。

場所

市役所本庁（大柿町大原）

提出先

■求人情報を掲載したい

人数

８人（１人 30 分）

※ただし、園芸作物の花粉交配用に飼

市内が勤務地となる求人情報（原則

育する場合など届出が不要な場合も

正社員）を広報紙やホームページに掲

あります。

載できます。詳しくは交流観光課まで。

等対策協議会委員
日時

予約方法

申し込み順で、12 月１日

㈫から都市整備課で受け付けます。

広島県西部畜産事務所

広告

グループホーム

サンライズ大君

障がいを持つ人の自立的な
生活を支援します。
放 課 後 等 デイサ ービス

私たちは個人の尊厳を大切にし、その人の有する能力に応
じた地域の一員として、自立した生活を営むことができるよ
う、心のこもった質の高い支援で地域福祉に貢献できる施
設を目指しています。
サンライズ大君 〒737-2212 広島県江田島市大柿町大君1442-11

電話 0823-57-3000 FAX 0823-57-3003

おひさま
おひさまはハンディをもつ子どもたちの放課後の遊び場です｡
遊びが子どものこころを育てます｡
株式会社 太陽

〒737-2211 広島県江田島市大柿町柿浦1954-1

電話 0823-57-2225 FAX 0823-57-2252

広告

※電話番号のおかけ間違いが発生しています。☎ 0823-57-3000 は江田島市役所の電話番号ではありませんのでご注意ください。
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問 人権推進課 ☎（４３）１６３５

「同意」ってどういうこと？
性被害事件のニュースで「同意のもとだった」という言葉
をよく聞きますが、この「同意」とは具体的にはどういうこ
とでしょうか。
▶同意の意思表示
「～していいですか」と尋ねられて「はい、いいですよ」
と答えるのが「同意」です。返事を保留したり、力尽くで「は
い」と答えさせたりするのは「同意」ではありません。
ところが、親子や、男女間、子ども同士のトラブルにおい
て「嫌だと言わなかった」
「嫌がらなかった」という理由で「同
意した」と解釈され、加害者と被害者を作ってしまいます。
▶嫌だと言いにくい社会
「自分がされて嫌なことはしない」とよく言いますが、「嫌
かどうかは本人が決める」が抜けているのです。そして、
「人
が嫌がることはしない」というのも正しいのですが、相手と
の関係が悪くなるかもしれないといった不安が、嫌がるとい
う意思表示をさせにくくさせているのではないでしょうか。
私たちは、嫌がることを控えてきた傾向にあるので、意思
表示することも、受け止めることも不慣れなままです。結果、
人が嫌がることに気がつきにくく、特に、上司と部下、親と子、
先輩と後輩、男性と女性といったパワーバランスが異なる場
合はなおさらです。
▶自分を守り、人を傷つけない
まず、自分がされて嫌だなと感じることは、素直に言って
かまわないと思います。ただし、相手の気持ちに配慮し、言
葉や態度を選ぶ必要があります。他方、相手の嫌がることは
わからないので、直接聞く方法があります。その返事は「い
いよ（同意）」かもしれませんし、「嫌だ（不同意）」かもし
れません。たとえ不同意であっても、「それはだめだけど、
これならいいよ」と他の方法が見つかるかもしれません。
お互いの考え方や意識の違いを前提に尊重し合うことに
よって、お互いが安心で居心地が良い場所になり、生涯付き
合っていけるのではないのでしょうか。
▶嫌だというのが怖い時
信頼できる人に相談したり、専門の相談機関に電話をかけ
てみてください。特にインターネット上の嫌なことは、スク
リーンショットを撮り、相手からのメッセージをブロックし

募集

自衛官候補生を募集
問 自衛隊広島地方協力本部☎（23）1226

自衛隊では、自衛官候補生を募集しています。
任期終了後は、①任期を継続、②民間企業へ就職するこ
とが可能です。
①任期を継続する場合…選抜試験に合格すれば、
「曹」さ
らには「幹部」へ進む道もあります。
②民間企業へ就職する場合…再就職に向けた資格の取得な
ど、キャリアサポートも充実しています。
応募資格

18歳以上33歳未満の者（採用予定月の１日現在）

受付期間

年間を通じて行っています。

試験日程

受付時にお知らせします。

剪定講習会を開催します。
詳しくは、きらめき（シルバー
江田島）１月号、広報えたじ
ま２月号でお知らせします。

シルバー会員随時募集中 !!
広告
広告
( 公社 ) 江田島市シルバー人材センター
本所 ☎（42）5211 大柿支所 ☎（57）3191
広告

ておいたうえで、相談するといいでしょう。
嫌かどうかはいつでも自分が決めていいのです。
◇子どもの人権110番（無料）☎0120（007）110
◇女性の人権ホットライン☎0570（070）810
◇みんなの人権110番☎0570（003）110
◇外国語人権相談ダイヤル☎0570（090）911
◇DV相談プラス☎0120（279）889
21 広報えたじま
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ホームページ見てね！

シリーズ連載 その55

「つむぐ通信」では、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）】
体験型観光推進員
塚田 忠則
今月は
国際交流支援員
小林
純
ただのり
つかだ
オリーブ栽培技術指導員 阿部 智宏
塚田 忠則さん
プロモーション推進員
牛尾奈緒子

コロナ禍における民泊の取り組み
早いもので、体験型観光推進員と
して地域おこし協力隊に着任して
カ月経ちました。
私の仕事のひとつに修学旅行民泊
の受入れ支援がありますが、今年度
は受入れ中止となったため、この間
に民泊家庭の方々の研修会と新規加
入募集に力を入れることになりまし
た。
一つ目の研修会についてですが、
民泊家庭の通信手段の技術を高めて
いただき、民泊受入した学校・生徒
との連絡や、民泊家庭同士の情報交
換に役立ててもらう取り組みを始め
ます。
このことは、ご自身の子どもさん
やお孫さんとの連絡を取る方法にも
役立ち、江田島市での暮らしをより
一層充実させていくことにつながる
ものと考えています。
具体的には、スマートフォンやタ
ブレットなどのビデオ通話機能でオ
ンラインで対話することを目指して
います。スマートフォンを持ってい
ない方のためにタブレットを常備す
る通信拠点を市内に設置し、利用サ
ポートも行います。
二つ目の新規加入募集についてで
すが、民泊を始めて来年で 周年を
迎えます。当初から始めている方々
も同様に 歳年齢を重ねておられま
す。今後の民泊事業の発展を目指す
には、新規加入の促進を急がなけれ

ばなりません。民泊を始めたいと
思っている方に経験者の方から指導
いただく機会を提供したり、移住し
てきたばかりで民泊できるだろうか
など不安に思っている方に向けて、
受入れの準備の仕方・対応の手順な
どを掲載した「民泊スタートアップ
ガイド」の作成に取り組みます。

民泊家庭の今後の展望
現在、江田島市における民泊受入
れは、中・高校の修学旅行を中心に
行っています。今後は、広く大学の
学生課などに営業活動し、大学の研
究室単位の少人数の教育旅行を積極
的に受け入れたいと考えています。
また、民泊経営を目的とした移住な
ど、「民泊」をキーワードにした新
しい産業を生み出していきたいと考
えています。江田島市民の皆さんも
「能美温泉のようにじんわりポカポ
カと温まるおもてなしの心」でご一
緒に江田島市民・総コンシェルジュ
を目指して民泊で盛り上がっていき
ましょう！
民泊事業の概算ですが、年間
校４千人、７千万円の事業規模を
１００世帯のご家庭の方々にご協力
いただいて進めています。この数字
は、地域産業としては大変大きく、
江田島市にとって非常に重要な産業
の一つといえます。
今後、さまざまな研修情報をご案
内させていただきますので、広報紙

30

江田島市地域おこし協力隊
facebookで情報を発信しています

10

10

8

などにご注目ください。民泊に少し
でも関心がある方は、私（交流観光
課☎（ ）１６３２）に連絡いただ
ければ、説明に伺います。どうぞよ
ろしくお願いします。

（写真右）広島市立大芸術学部出身のアーティスト SUIKO ㊥ in 夢来来（新名所 ブリコラージュ 17）
（写真左）広島市立大芸術学部の授業 in フウド（講師：後藤峻さん）
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健康

ひろ ば
※時間は全て午前10時～11時30分
準備物 筆記用具、飲み物、タオル、運動しやすい服

問 広島県西部保健所呉支所厚生保健課

装、室内履き、バスタオルもしくはレジャーシート

☎（２２）５４００
日時 12月11日㈮午後１時30分～３時
場所 市役所本庁４階401会議室

問 保健医療課☎（４３）１６３９
能美町中町地区を歩きます。宮司さんから、八幡神
社の歴史について学びましょう。

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。アルコールのことで悩んでいる方はご参加くださ

日時 12月22日㈫午前９時30分～正午
場所 能美運動公園（能美町鹿川）
準備物

保険代30円、帽子、飲み物、タオル、運動

しやすい服装、運動靴

い。
日時 12月21日㈪午後１時30分～３時
場所 江田島保健センター

問 広島県西部保健所呉支所厚生保健課
☎（２２）５４００
問 保健医療課☎（４３）１６３９
生活習慣病予防に関する講義と実技指導を行いま

日時 12月21日㈪午前９時～正午
場所 広島県西部保健所呉支所（呉市西中央1-3-25）
申込期限 12月18日㈮

す。
日時・場所
「脳と身体を同時に動かす「ながら運動」を学ぼう！」

問 保健医療課☎（４３）１６３９

①12月３日㈭ 江田島市民センター別館
②12月17日㈭ わくわくセンター

日時 12月11日㈮午前10時～正午

「いつまでもきれいな姿勢でいるための方法を知ろう！」
①１月７日㈭ 江田島市民センター別館

午後１時15分～４時
場所 藤三 大柿店 駐車場
問 保健医療課☎（４３）１６３９

国民健康保険（国保）や後期高齢者医療保険（後
期）に加入している人が、交通事故などの第三者
（自分以外の人）の行為によるケガなどの治療で被
保険者証を使った時は、届出が必要です。
この場合の治療費は、本来加害者が負担すべきも
のですので、国保や後期が一時的に立て替え払いを
し、後日、加害者にその治療費を請求します。

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・県平均を上回っています。
※風邪・インフルエンザ予防のため、外出後は手洗
い・うがいをしましょう！

23 広報えたじま
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■「第三者行為」に該当する事例
・交通事故
・不当な暴力や傷害行為によるケガ
・スキー・スノーボードなどの接触事故
・購入食品や飲食店などでの食中毒 など
■次の事例では国保・後期が使えない場合があります
・故意の犯罪行為や事故によるケガ
・けんかや泥酔による病気やケガ など

令和２年５月診療分の国保１人当たりの医療費
40,263円

江田島市
広島県平均

30,482円

全国平均

27,089円

0
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20,000

30,000

40,000（円）

午前 時〜︶

地域包括支援センター

☎︵４３︶１６４０

体操をすることで︑筋肉量が増

え た じ ま んのつどい通信

毎週月曜日

代のメ

80

〜コスモスの会〜

︵沖美市民センター

〜

加し︑
体調が良くなりました︒リー

コ ス モ ス の 会 は︑

ン バ ー で 活 動 し て い ま す︒ 年 代 は

ダーがしっかりとグループをまと

めてくださっているので︑参加者

違 え ど も︑ い つ も 楽 し く 笑 い 声 の

絶えないグループです︒

どこの地域の方でも参加できま

は安心して通えます︒

で き る こ と が 楽 し み で す︒ 細 か い

すので︑ぜひ︑百歳体操を始めて

一週間に一度会っておしゃべり

決 ま り 事 な ど は 特 に な く︑ 皆 さ ん

〈げんきサラダ〉

みましょう！

152

自由に無理なく通っています︒

おすすめメニュー

60

10

Vol.34

にこにこ給食センター
■作り方
① 鶏ささ身はゆでてさいておく。
② キャベツ・ニンジンは細切り、キュウリは輪切りにする。コーンは解
凍しておく。キャベツ・ニンジン・キュウリをゆでて水気をきり、冷

熱量
45㎉
（1人分）

やしておく。（キュウリはさっと湯に通す程度で）
③ 細切り昆布は戻して、★を合わせて水気がなくなるまで炊く。水気が
なくなったら、粗熱をとり冷蔵庫で冷やす。
④ 削り節は乾煎りする。
⑤ ☆の調味料を合わせておく。①～④と☆の調味料を和えてできあがり。
■材料（４人分）

いろんな野菜が入っていて、
とても人気のサラダです。
毎月19日は食育の日!
家族そろっていただきます!!
江田島市食育ｷｬﾗｸﾀｰ「もりもりぼうや」

鶏ささ身……………………… 40g
キャベツ…………………… 110g
ニンジン……………………… 50g
キュウリ……………………… 60g
コーン（冷凍）……………… 15g
細切り昆布…………………… 2g
削り節………………………… 2g
★水………………………… 50㎖

★砂糖……………………小さじ１
★濃口しょうゆ…………小さじ２
☆サラダ油………………大さじ１
☆米酢……………………大さじ１
☆砂糖…………………大さじ 1/2
☆酒……………………小さじ 1/2
☆塩……………………………少々
☆こしょう……………………少々
☆濃口しょうゆ………大さじ 1/2
広報えたじま
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健康

ひろ ば
問 地域包括支援センター☎（４３）１６４０

健康長寿のまちづくりを目指して「いきいき百歳体

いる点など、有意義な意見交換ができました。また講

操」に取り組んでいる、えたじまんのつどい代表者が

演では、歯科衛生士の方から、健康なこころと身体を

集まり、代表者交流研修会を開催しました。

維持するために口の中をきれいにしておくことや、唾

大柿地区は10月５日㈪に大柿老人福祉センターで、

液の大切さなどのお話がありました。そして、理学療

江田島地区は10月８日㈭に江南ふれあいセンターで、

法士の方からは、運動の効果、体操で使用する重りの

能美・沖美地区は10月13日㈫にわくわくセンターで開

調節、実技をまじえた体操のポイントについてアドバ

催し、全70グループ中、３日間で40グループの代表者

イスがあり、参加された代表者の皆さんからは、勉強

が集まりました。

になった、との声がよせられました。

コロナ禍の中、三密を避けて初の試みとして行われ

なじみの人間関係の中、住み慣れた地域で自分らし

た代表者交流研修会では、つどいを行うにあたっての

い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、

日ごろの悩みごとや継続することの大変さ、工夫して

これからも地域づくりによる介護予防を推進します。

▲理学療法士の講話

▲歯科衛生士の講話

問広島県西部保健所呉支所厚生保健課☎（２２）５４００
エイズのまん延を防止し、患者への差別や偏見をな

そして大切な人へ感染を拡げないためにも，検査と治

くすために、WHO（世界保健機構）が12 月１日を世

療が大切です。

界エイズデーとして定めています。

■検査を受けるには？

■ HIV とエイズとは？

HIV検査は保健所で受けられますので、検査希望の方

エイズは、HIVというウイルスに感染して起こる病気

は電話で予約してください。（無料・匿名・個室で受

のことです。また、感染の有無はHIV検査を受けること

けることができます）エイズや梅毒などの性感染症に

ではじめて確認することができます。

関して、不安や悩みのある方は、まずは電話でお気軽

■エイズは死の病じゃないの？

にご相談ください。

治療法の進歩により、エイズは死の病ではなくなり
ました。HIVに感染しても、薬によってエイズの発症
を予防したり遅らせたりすることで、感染前と変わら
ない生活を送ることができます。自分自身を守るため、
25 広報えたじま
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日時 相談 午前８時30分～午後５時（土日祝除く）
検査 12月21日㈪午前９時～正午
場所 広島県西部保健所呉支所（広島県呉庁舎３階）

12 月のミニ図書館
期日

時間・場所
午前10時～11時
津久茂児童館
午前11時15分～正午
切串公民館
２日㈬・ 午前11時～正午
16日㈬
三高会館
午後２時～３時
市役所本庁１階ロビー
午後２時15分～３時
市民サービスセンター

12 月の休館日
２館共通の休館日
毎週木曜日（定期休館）
28 日㈪（月末整理日）
29 日㈫～１月４日㈪（年末年始休暇）
江田島図書館☎（４２）１４１７
能美図書館☎（４５）００７５
※来館の際は、マスクの着用をお
願いします。

■インターネット予約ができます！
図書館の本、雑誌などが、図書館ホームページから
インターネット予約ができます。
予約方法は、図書館ホームページトップ画面のメ
ニュー「利用照会」→左側サブメニュー「インター
ネット予約方法」から確認いただくか、窓口または電
話でお問い合わせください。

江田島図書館
■江田島図書館祭り
日時 12月６日㈰
第１部 楽しい工作（午前10時30分～11時30分）
・オリーブの枝でミニリースを作りましょう。花切ハ
サミ（あれば）をご持参ください。
定員 ６～８人（入室入替をします）
第２部 オカリナのクリスマス・コンサート
（午後１時30分～２時）
・アンダンテによるオカリナの演奏会をします。クリ
スマスの曲や皆が歌える曲でお楽しみください。
場所 江田島図書館
※満車の場合は鷲部公園グランドに駐車してください。

図書館
だより
開館時間

午前９時30分～午後７時

江田島市立図書館ホームページ

能美図書館
■第182回ふれあい広場
「フェルトでクリスマスオーナメントを作ろう！」
フェルト２枚を縫い合わせて、10種類のオーナメン
トを作ります。
日時 12月５日㈯午後１時30分～
場所 能美図書館２階研修室
対象 大人
定員 ６人（事前に申し込みが必要）
参加費 無料
■特別行事
「ぬいぐるみのおとまり会」
19日㈯午前10時～午後6時に、お気に入りのぬいぐ
るみを預けてください。ぬいぐるみたちは、図書館で
楽しい夜を過ごします。20日㈰午後1時から、迎えに
来てね。
日時 12月19日㈯～20日㈰
場所 能美図書館１階閲覧室
対象 小学生以下の子どもとぬいぐるみ
定員 20人（事前に申し込みが必要）
参加費 無料

園庭開放
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

子
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）

新年度（令和３年度）入園申込みを受付中
保育園・認定こども園の新年度（令和３年４月）の
入園を受け付けています。事前に「令和３年度版保育園・
認定こども園入園のしおり」を受け取り、内容を確認
の上、受付期間内に申し込んでください。
受付期間 12 月 11 日㈮まで

申込書類 「入園のしおり」と提出書類は各保育施設、
市役所窓口（市民センター含む）、市民サービスセン
ターで配布します。

子

受付場所 各保育施設、子育て支援課
▶ご確認ください
・申し込みの状況によっては、希望する保育施設に入
園できない場合があります。

・保護者と入園児童の「マイナンバー」が必要になり
ます。新規の方は、マイナンバーカードまたは通知
カードと本人確認の書類を提示してください。
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子育 て

ひ ろば

食育体験事業
「お米教室～新米クッキング＆餅
丸め体験」
日時 12月19日㈯
午前10時～正午
集合場所 鷲部交流プラザ
対象 子どもと保護者（子どもの
年齢制限なし）
参加費 200円
準備物 三角巾、エプロン、タオ
ル、お茶、マスク
申込期限 12月11日㈮
子 育て支援課からのお知らせ

「さとう式リンパケア」
親子で楽しく体の機能がアップで
きるよう、さとう式リンパケアを体験
しましょう！お子さんの心地よい発達
も、お母さんのスタイルアップもでき
（要予約12/1㈫～・先着５組）
ますよ。
日時 12月７日㈪
午前10時30分～11時30分
講師 二反田博香先生
「クリスマス会」
クリアカップを使って、クリスマス
ブーツを作りましょう！お部屋にも飾
れ、小物入れにもなるよ！
日時 12月18日㈮
午前10時30分～11時30分

☎（４２）２８５２

にこ♡にこひろば
▼場所は子育て世代包括支援センター
「身体計測とお誕生会」
どんなに大きくなったかな？身
体計測後、誕生会をします。誕生
月のお子さんには、写真入りカー
ドのプレゼントがあります！
日時 12月１日㈫・１月５日㈫
午前10時～身体測定
午前11時～誕生会
準備物 母子健康手帳、フェイス
タオル、おむつ
「歯磨き講座」
歯科衛生士から虫歯予防のお話
を聞き、虫歯ゼロをめざそう！
日時 12月３日㈭
午前10時30分～11時30分

にこ♡にこミニひろば
にこ♡にこひろばが出張します。
身体計測・手遊び・絵本・お歌など、
みんなで楽しみましょう！
日時 12月９日㈬
午前10時30分～11時30分
場所 三高会館
対象 未就園児と保護者
※他にも、ご希望の場所があれば出
張しますのでご相談ください。

食育講座・栄養相談会
「食育講座」
「免 疫 力をアップさせる食事と
は？」がテーマの15分程度のお話。
食事についての疑問を解決しよう！
日時 12月10日㈭ 午後２時30分～
場所 子育て世代包括支援センター

ママの再就職支援相談

子

「これから仕事がしたい」と思っている子育て中のお
母さん、子育て支援課へお申し込みください（要予約）。
日時 12 月 18 日㈮午前 10 時～正午
場所 子育て世代包括支援センター
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
27 広報えたじま
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「栄養士による個別相談」
１人20分程 度で、子どもの食事
に関する悩みなどを相談できます。
（要予約）
日時 12月10日㈭ 午後３時～
準備物 母子健康手帳

離乳食教室
栄養士と一緒に離乳食の悩みを
解決しよう！歯科衛生士による歯
科指導・身体計測も行います。
日時 12月15日㈫
午前10時～11時30分
場所 能美保健センター
準備物 母子健康手帳、飲み物、バ
スタオル

産前・産後ママのサロン
「べビーマッサージ・ミニ産後体操」
赤ちゃんとゆっくり触れ合う時
間を過ごしてみませんか？ママの
ための産後体操も行います。（要
予約・先着５組）
日時 12月17日㈭
午後１時30分～２時30分
場所 子育て世代包括支援センター
講師 山本恵子先生
対象 生後２～６カ月以内の赤
ちゃんとママ
準備物 母子健康手帳
「助産師による個別相談」
出産や母乳育児のことなど相談で
きます。１人30分程度の相談です。
（要予約・先着３人）
日時 12月17日㈭
午後３時～４時30分

病児・病後児保育事業
事前登録の受付をしています！

子

病気中または病気回復期のお子さんを保育することが

困難になったとき、実施施設で保育を行う病児・病後児
保育事業を実施しています。病児・病後児保育事業を利
用するに当たって、行政窓口にて事前登録が必要です。
登録方法などについては、市ホームペー
ジまたは子育て支援課にお問い合わせくだ
さい。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため︑中止・変更となる場合があります︒

保 健医療課からのお知らせ
☎（４３）１６３９

だより
人が参

組みの成果を披露し合いまし

加し、英語学習の日頃の取り

中学校から代表生徒

教育委員会
令和２年度江田島 市
中学校英語暗唱大 会

島から世界へ

冬休み中の学習保障
の取り組み

⋮
Fromtheislandtotheworld

大会では、英語の教科書を
社創業

新型コロナウイルス感染症対

夏休み期間中は、学習保障

広島日野自動車㈱か
ら蝶の標本を寄贈し
ていただきました

育館において、令和２年度江
暗 唱 し 発 表 す る 暗 唱 部 門 と、

蝶の標本８箱を寄贈していた

策を最大限に行いながら、学

た。

田島市中学校英語暗唱大会が
英語で意見発表をするスピー
だきました。

月 日㈯、能美中学校体

実施されました。
チ部門について発音やイント

寄贈していただいた蝶の標

今後も可能な限り、学習保

障に努めるため、冬休み期間

日 ㈮ と、

教育活動などで児童のために

日 ㈭・
24

25

「広報えたじま」に広告を掲載しませんか？

広告の大きさなど

１枠縦46㎜×横170㎜・黒１色

願いします。

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）

問 企画振興課☎（43）1630

引き続きご理解とご協力をお

これらの取り組みについて、

実させていきます。

授業を実施し、学習指導を充

１月５日㈫・６日㈬の４日間、

月

中の
す。

有効に活用させていただきま

本は、市内の小学校へ回覧し、

習指導を行ってきました。

周 年 の 記 念 と し て、 ただき、これまで各学校では、

のための授業実施にご協力い

今年度は、新型コロナウイ
ネーション、表現などの視点

広島日野自動車㈱から、同

ルス感染症に配慮しながらの
で審査が行われました。

75

▶寄贈された蝶の標本

12

広告を募集しています

令和２年12月 28
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すのでご了承ください。

17

開催となりましたが、市内各

▲受賞した生徒

問 生涯学習課☎（４３）１９０２

江田島市成人式

10

21

▶一般生徒スピーチ部門 優秀賞
三年 大柿中学校 稲垣凜々那
▶帰国生徒スピーチ部門 優秀賞
一年 三高中学校 アルカシド アセンシ
スタ ヤト サチャリーヤ ラシーダ
一位
沖山美涼
尾崎心優
猿渡結奈
▶一般生徒暗唱部門
一年 江田島中学校
二年 能美中学校
三年 江田島中学校

http://www.edc.etajima.hiroshima.jp/
江田島市教育委員会ホームページ

日時 令和３年 1 月 1 0 日㈰ 午後 １ 時 開式
会場 大古小学校体育館（大柿町大原）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会場が変更となりました。

対象 平成12年４月２日～平成13年４月１日 生まれで、原則市内に

は出席できます。

在住の方。但し、市外在住者でも、本市出身など関係のある方

案内 出席を希望される方や、まだ案内状が届いていない方はご連絡

ください。

※新型コロナウイルス感染症の拡大などにより、変更の場合もありま

学び

のひ ろば

※記載がない場合、開催場所は各館
※電話で各施設に申し込んでください
■学びの館
☎（42）1145
しめ縄ワークショップ
ドライフラワーを使って、リースの
ような可愛いしめ縄を作ります。
日時 12月13日㈰午前10時～正午
場所 江田島市民センター別館
講師 田口麻耶さん
対象 どなたでも（小学3年生以下は
保護者同伴）
参加費 2,500円
定員 20人
申込期限 12月６日㈰
■江田島市民センター別館
☎（42）0015
正月用リース作り講座
お正月にぴったりのオリジナルリー
ス作りに挑戦してみませんか！
日時 12月24日㈭午後１時～３時
講師 林田優子さん
対象 どなたでも参加できます
参加費 1,800円
定員 15人
準備物 紙皿（のりを入れるもの）、
グルーガン（持っている人のみ）
申込期限 12月11日㈮

対象 どなたでも参加できます
参加費 1,000円
定員 15人
■能美市民センター ☎（40）2777
▶催し その１
カラーセラピー講座
色の好みによって人間の感情・欲
求・パーソナリティーを分析する『色
彩心理テスト』の考えを、童話などを
交えて紹介します。
日時 12月12日㈯
午後１時30分～３時30分
講師 May Tellさん
参加費 無料
定員 15人
申込期限 12月11日㈮
▶催し その２
ビーズ手芸を楽しもう！
ビーズでかわいいアクセサリーやス
トラップを作りましょう。
日時 12月19日㈯
午後１時30分～３時30分
講師 大柿サタデースマイルクラブ
準備物 はさみ
参加費 200円～500円（作るものに
よって変わります）
申込期限 12月16日㈬

▶催し その３
英語でクリスマス会を楽しもう！
■切串公民館
クリスマスの絵本や歌、体を使った
☎（43）0001
遊びを楽しみましょう。サプライズで
メディカルアロマ講座
サンタが登場するかも!?
メディカルアロマジェルを作ります。 日時 12月20日㈰
午前10時30分～11時30分
忙しい年末をケアしてリフレッシュな
講師 オハナ・イングリッシュ・サロン
新年を迎えましょう！体質診断・耳つ
対象 ３歳～小学生
ぼ付き。
参加費 子ども１人800円（保護者無
日時 12月15日㈫午前10時～正午
場所 切串公民館
料）
講師 志水友香さん
定員 10組

申込期限 12月18日㈮
▶催し その４
ミニ門松をつくろう
お正月を迎える玄関先に「ミニ門
松」を作りましょう♪
日時 12月27日㈰
午後１時30分～３時30分
講師 建設労働組合第６地連江田島
参加費 一点1,000円 一対2,000円
定員 20人
申込期限 12月23日㈬
■沖美ふれあいセンター
☎（47）1000
クリスマス料理教室
ケーキ・オーブンチキン作りに挑戦
してみませんか！
日時 12月11日㈮午前９時30分～
場所 三高会館
講師 濵口恵美さん
参加費 500円
定員 ７人
準備物 お茶、米0.5合、手拭き、台
拭き、三角巾、エプロン、マスク、
料理持ち帰り容器
申込期限 12月４日㈮
■地域支援課（大柿市民センター）
☎（43）1637
和テイストなおもてなし料理
巻き寿司をメインにしたおもてなし
ランチを作りましょう！
日時 12月12日㈯
午前10時30分～午後１時
場所 能美市民センター
講師 藤岡恵子さん
参加費 500円
定員 10人
準備物 持ち帰り容器
申込期限 12月９日㈬

学びの館 市民ギャラリー 12 月
パッチワーク教室ウィズ
〜クリスマス作品展〜
【出展者】パッチワーク教室ウィズ（大柿町）
クリスマスにちなんだパッチワーク作品を展示します。定
番の赤・緑に加え、多彩な色・柄の布を組み合わせたタペス
トリーやオーナメントなど、クリスマスの雰囲気を楽しめる
作品が会場を彩ります。パッチワークの魅力をぜひ間近で感
じてください。
展示期間 12月５日㈯～ 26日㈯
開館時間 午前９時30分～午後４時30分(火・祝除く)
入場料
無料

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となる場合
があります。
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宅用火災警報器の作動点検を行
いましょう。点検はボタンを押
すかひもを引くことで簡単にで

ジが流れた場合は交換してくだ

ドを踏みつけてしまうと、コー

に注意してください。電気コー

ります。電池が切れていなく

に鳴動しない可能性が高くな

火災警報器は、いざという時

国民年金保険料は所得税法

民年金保険料を納付された方

月上旬に日本年金機

を納めた場合と同様に、社会

や厚生年金などの社会保険料

次送っていますので、申告書

金保険料）控除証明書」を順

構から「社会保険料（国民年

には、

保険料控除としてその年の課

の提出の際には必ずこの証明

および地方税法上、健康保険

税所得から控除され、税額が

書または領収証書を添付して

ください。

また、令和２年

月１日か

軽減されます。

控除の対象となるのは、令

和２年１月から 月までに納

日までの間に、今年

はじめて国民年金保険料を納

月

過去の年度分の保険料や追納

められた方には、翌年の２月

め ら れ た 保 険 料 の 全 額 で す。 ら

された保険料も含まれます。

お子様など）の負担すべき国

ではなく、ご家族（配偶者や

事故など万一のときにも心強

金は、老後はもちろん不慮の

税法上とても有利な国民年

上旬に送られる予定です。

民年金保険料を支払っている

い味方となる制度です。保険

また、ご自身の保険料だけ

場合、その保険料も合わせて

料は納め忘れのないよう、き

ちんと納めましょう。

控除が受けられます。

なお、本年中に納付した国

民年金保険料について、社会

保険料控除を受けるためには、

年末調整や確定申告を行うと

きに、保険料を支払ったこと

を証明する書類の添付が必要
となります。

日までの間に国

令和２年12月 30

広報えたじま

大掃除と併せて火の元
点検も行いましょう！

忘れずに行いましょう。ほこり
さい。住宅用火災警報器は、消

きます。点検した際に反応が無

の被ったコンセントは、湿気に
防本部予防課で取付を支援して

大掃除の際は、家具や家電の

より通電し発火することがあり
いますので、設置が困難な場合

ド内の銅線が破損してショート

ても本体ごと交換することを

10

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

11

31

年金
納めた国民年金保険料は
全額が社会保険料控除の対象です！

かったり、電池切れのメッセー

ます。また、家具や冷蔵庫など
は相談してください。

し、火災となる可能性がありま

お 勧 め し ま す。（ 本 体 に 製 造

12

急 111件(1,134件)

救

裏に隠れたコンセントの掃除も

重いものを移動させる際は、電
※設置
 から

年を超えた住宅用

気コードを踏みつけないよう

す。この機会にしっかりと確認

年月日が記載されていますの

照明などの掃除の際には、住

でご確認ください )

して、火災を予防しましょう。

10

３件(14件)

災
☎（４５）４７３９

火

● 能美出張所

消防つうしん

12

このため、令和２年１月１
日から９月

30

※（ ）内は令和２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㈹

令和２年10月１日～31日
● 消防本部・消防署

火災・救急・救助は１１９番

おめでとうございます

すこやか

10月16日～11月15日届け出分

（地区別50音順・敬称略）

「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、企画振興課へご連絡ください。

江田島町
うえなか
り つ き
じょう
上中 李月（江南・10月20日）城
す や ま
れん
たけもと
陶山
連（小用・10月11日）竹本
はまさき
の あ
濵先 乃愛（小用・10月29日）
大柿町
かどわき
しょうま
門脇 聖真（飛渡瀬・11月９日）
ご冥福をお祈りします

おくやみ

ら

な

來那（小用・10月14日）
は る き
晴貴（中央・10月18日）

10月１日～31日届け出分

（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、企画振興課へご連絡ください。

江田島町
入澤チヱ子（秋月・95歳）
岡垣内富枝（鷲部・88歳）
久保
巖（宮ノ原・94歳）
久保 政子（切串・87歳）
小澤フミ子（津久茂・98歳）
竹本 正範（宮ノ原・92歳）
中山
修（小用・68歳）
堀越 敏枝（小用・88歳）
能美町
大津トヨコ（鹿川・90歳）
沖本美代子（高田・85歳）
鎌田 麗子（鹿川・68歳）
坂本優美子（中町・88歳）
浜沖アヤコ（鹿川・95歳）
八木
實（鹿川・82歳）
沖美町
佐々木忠治（是長・88歳）
谷田 能規（三吉・84歳）
大柿町
小川 儀平（小古江・82歳）
沖元 洋子（柿浦・82歳）
獅子谷冨美子（大原・86歳）
豊島喜登志（大原・91歳）

上原スヱノ（切串・95歳）
北野ヤヱ子（秋月・91歳）
久保千代子（宮ノ原・96歳）
小方美智子（津久茂・69歳）
鈴木喜美江（中央・88歳）
竹本ミヱ子（小用・100歳）
日髙小夜子（鷲部・85歳）
宮内 伸也（中央・65歳）
岡部キヨコ（鹿川・93歳）
加藤 秀夫（高田・85歳）
川﨑
徹（中町・78歳）
田中 榮子（中町・95歳）
藤田シヅ子（鹿川・90歳）
田川
船谷

子（岡大王・93歳）
一治（三吉・67歳）

沖
小松
谷本
松本

義隆（大原・90歳）
好子（大原・96歳）
菊枝（深江・80歳）
良子（大原・89歳）

12 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 権利擁護センター ☎（27）8032
１日㈫ 能美保健センター
８日㈫ 大柿老人福祉センター
15日㈫ 沖美市民センター
22日㈫ 江田島市民センター別館（旧江田島公民館）
￥

市税などの納期限

12月25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
（４期）
国民健康保険税
（６期）
後期高齢者医療保険料
（６期）
介護保険料
（６期）
保育料
（12月分）
住宅使用料
（12月分）
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12月の当番医

問税務課
問税務課

令和２年12月

問保健医療課

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
青木病院（江田島町中央）
13日㈰
診療時間：午前９時～午後５時
砂堀医院（能美町中町）
20日㈰
診療時間：午前10時～午後５時
深江長坂医院（大柿町深江）
27日㈰
診療時間：午前10時～午後５時
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
30日㈬
青木病院（江田島町中央）
診療時間：午前９時～午後５時
砂堀医院（能美町中町）
診療時間：午前10時～午後５時
31日㈭
吉田病院（江田島町津久茂）
診療時間：午前９時～午後５時
芸南クリニック（大柿町柿浦）
１月 診療時間：午前10時～午後５時
１日㈷ 森藤医院（江田島町切串）
診療時間：午前９時～午後５時
長尾医院（沖美町三吉）
診療時間：午前10時～午後５時
２日㈯
青木病院（江田島町中央）
診療時間：午前９時～午後５時
澤医院（大柿町小古江）
診療時間：午前10時～午後５時
３日㈰
吉田病院（江田島町津久茂）
診療時間：午前９時～午後５時
６日㈰

☎（４３）１６３９

☎（45）0303
☎（42）1121
☎（45）3333
☎（57）2036
☎（45）0303
☎（42）1121
☎（45）3333
☎（42）1100
☎（57）3705
☎（44）1156
☎（47）0204
☎（42）1121
☎（57）2003
☎（42）1100

※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、休日急患センター（呉医師会病院
内）などを紹介する場合があります。
ありがとうございました

寄附

（50音順・敬称略）

学校教育用備品
広島日野自動車株式会社（広島市安芸区）
ふるさと寄附金
浅倉
修（長野県松本市）朝山 真哉（兵庫県姫路市）
梅田 邦夫（千葉県白井市）大村 達朗（東京都江戸川区）
岡本 吉生（兵庫県加古川市）香月 恭子（東京都港区）
小滝
崇（滋賀県草津市）齋藤 麻里（神奈川県横浜市）
津川 洋一（神奈川県横浜市）戸田 文男（東京都足立区）
中由 光徳（神奈川県川崎市）原田 剛直（福井県福井市）
廣田 乃江（高知県安芸郡）藤野 裕子（千葉県市川市）
藤本 大樹（神奈川県川崎市）古田和香子（東京都中央区）
横溝 正夫（神奈川県横浜市）

☎（４３）１６３６

☎（４３）１６３６
問保健医療課
☎（４３）１６３９
問高齢介護課
☎（４３）１６５１
問子育て支援課
☎（４２）２８５２
問都市整備課
☎（４３）１６４７

※日程は変更することがあります。

令和２年10月31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
4,043
3,981
8,024
4,597
2,371
2,542
4,913
2,526
1,493
1,473
2,966
1,699
3,150
3,391
6,541
3,447
11,057 11,387 22,444 12,269
（△20） （△25） （△45） （△11）

キラリ
えたじま

·能美市民センターの清掃と花の苗の移植
地域（学校）周辺の側溝の清掃
長瀬海岸の清掃
ヒロシマMIKANマラソンでのボランティア
防災緑地の清掃
地域の方が支援した教育活動
市のオリーブ栽培に関する出前講座での学習
市職員によるオリーブ栽培の技術指導
地域のカキ生産業者から乾燥カキの端材、カキ殻の提供
※提供されたものを肥料として使います。
地域のオリーブ農家のオリーブ畑で収穫や手入れの
仕方を学習
地域の皆さまの役に立てる活動があればご相談ください。
問呉特別支援学校江能分級☎（45）5120

ほっとひといき

﹁コロナなんかに負けん

けぇ︒﹂今月号で︑一番思いの

広報えたじま

つまったページです︒︵６・７

「広報えたじま」は、ホーム
ページでご覧になれます。

ページ︶コロナの影響を受け︑

中止になったオータムフェスタ

や︑その他のイベント︒その中

でも︑みんなを元気にするため︑

そして地域の伝統を絶やさぬよ

うにと︑今できることを模索し

ながら催されたものがありま

す︒そんな皆さんの輝く場面を

広報紙でとりあげていきたいな

12
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広報えたじま 第194号（毎月１日発行）
発行／江田島市 編集／江田島市企画部企画振興課
〒737-2297 広島県江田島市大柿町大原505番地
☎0823（43）1630・ 0823（57）4433

と︑改めて感じた

えたじまは皆さんが主役！これ

見やすく読みまちがえ
にくいユニバーサル
デザインフォントを採用
しています。

からも︑市民の皆さんが誇れる

※ブラウザ版は音声読み上げに対応していません。無料アプリ（カタポケ）をインストールしてください。

広報紙を作り続けていきたいと

This Public relations magazine
can be read in 10 languages

思っています︒何か話題があれ

FREE APP

ば︑お気軽にお声がけください︒

無料

今年も１年間︑ご愛読ありがと

rying
es!
anguag
Multi L

Delive

▶
▶
江能分級

うございました︒

10言語対応「広報えたじま」配信中！
10言語対応「広報えたじま」配信中！

ＨＰはコチラ

写真：1能美市民センターの花の苗の移植2能美市民セ
ンターの清掃3長瀬海岸の清掃4側溝の清掃5ヒロシマ
MIKAN マラソンでのボランティア6前水産、内藤水産
から受け取ったカキ殻を運ぶ生徒7市職員によるオリー
ブ栽培技術指導8オリーブ農家での収穫体験

地域貢献を目指した教育活動

人の役に立つ子どもづくり

江能分級の地域貢献への挑戦

︵呉特別支援学校江能 分 級 ︶

呉

特別支援学校江能分級（能美町鹿川）では、
小学部から高等部まで合わせて18人の知的
障害のある子どもが学んでいます。
11月17日㈫には、文久防災緑地（能美町鹿
川）で、高等部の生徒６人と教職員が、草刈りや
ゴミ拾いを行いました。刈った草と集めたゴミは、
合わせて44袋。生徒は日頃の授業で学んだ作業学
習を思い出しながら、先生と協力し、地域をきれ
いにするためにと、心を込めて行っていました。
江能分級では、子ども一人一人の力を高めなが
ら、友達や家庭、そして地域のために、学校で学
んだ知識や技能を使って、人の役に立つ子どもを
育てる教育活動を行っています。
今後も、地域に貢献できる活動を広げていく予
定です。

