だより

…
From the island to the world

・他の奨学金の貸与を受けていない

日㈫

申込方法 生涯学習課へ連絡

島から世界へ

「子ども司書」として認証された

４月１日㈭～

・ 保護者などに市税などの滞納がない

貸付利息

在学する学校の正規の修

無利息

卒業した年の翌年から貸

業年限以内

貸付期間

を除く）

（ サ ー ビ ス セ ン タ ー 以 外 は 土・ 日

募集期 間

募集締切 ４月 日㈮

令和３年度部活動支援員
を募集します
問 学校教育課☎（４３）１９００
令和３年度から、新たに市内の中

償還方法
現在は、卓球、ソフトテニス、柔

募集人員

25,000円以内

50,000円以内

国公立大学

35,000円以内

150,000円以内

私立大学

45,000円以内

200,000円以内

国公立専修学校

15,000円以内

50,000円以内

私立専修学校

25,000円以内

50,000円以内

ページに掲載しています。

私立高等学校

令和３年３月 24

広報えたじま

児童は、今後、学校や地域で読書の
楽しさや大切さを広めていくリー
ダーとして活躍することが期待され
ています。

令和４年江田島市成人式
運営委員を募集します

学校で部活動を支援する「部活動支

道、吹奏楽、茶道などで、外部の方

付を受けた期間の３倍以内の期間

令和４年江田島市成人式の運営委

※募集 要 項 を 市 教 育 委 員 会 ホ ー ム

援員」を募集します。

員を募集します。思い出に残る成人

に部活動を支援してもらっています。

問 生涯学習課☎（４３）１９０２

式を一緒につくってみませんか？ま

平日の放課後や土曜日・日曜日な

人程度

た、次の世代の皆さんも、先輩たち

どに部活動の支援をしていただける

られる

で償還。

と一緒に活動し、次へつなげる経験

方はご連絡ください。

令和４年江田島市成人式

め、経済的理由により高等学校、専

教育の振興と人材の育成を図るた

問 学校教育課☎（４３）１９００

令和３年度奨学生募集

をしてみませんか？
対象

成人式の企画・運営（進

（令和４年１月開催予定）
活動内
 容

行、記念品計画など）
対象者
年４月１日の間

４月２日～平成

修学校、大学などへの修学が困難な

・令和
 ４年成人式対象者（平成 年

に生まれた方で、市内在住または

対象者 次の条件全てに該当する人

人に対し、奨学金を貸付します。

た「子ども司書」養成講座を受講し、

出身の方）
年

認定基準を満たした児童が広島県教
育委員会より認証されます。

・令和
 ５年成人式対象者（平成
４月２日～平成

大学などに入学、または在学中の

・今年４月から高等学校、専修学校、

修と、学校での読書活動の適切な実

に生まれた方で、市内在住または

人で、保護者が江田島市内に居住

年４月１日の間

施が基準となっており、児童は、講

出身の方）で、運営委員として継
８人程度

・学資の支弁が経済的に困難と認め

座で図書の分類方法を学んだり、本

募集人数

続して活動できる方

認定は、地域の図書館での実地研

20

50,000円以内

教育委員会

施し、本市の小学５年生７人が「子
ども司書」として認証されました。

23

の紹介や読み聞かせの活動を行った
りして資格を身に付けました。

種別・貸付限度額

令和２年度
「子ども司書 」 認 証 式

日㈮、市教育委員会で、令

▲「子ども司書」に認証された児童

和２年度「子ども司書」認証式を実

２月
12

「 子 ど も 司 書 」 は、 本 市 で 実 施 し

13
14

15

15,000円以内

国公立高校・高
等専門学校

修学資金
入学支度金
（月額の修学資金） （新入学者に限る）

種別

14

15

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

学び

のひ ろば

しょう！

人のみ）

※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。

日時 ３月27日㈯
※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

■能美市民センター☎（40）2777
元気な高齢者になるためのコツ

ミニ健康チェックと元気な高齢者に
■学びの館 

☎（42）1145

水引細工ワークショップ

基本のあわじ結びや桜をモチーフに

日時 ３月18日㈭

定員 10人

午前10時～11時30分

などのアクセサリーを作ります。子ど

定員 20人

もでも簡単に作れますので、親子でも

申込期限 ３月16日㈫

容器

広告を掲載しませんか

日時 ①３月13日㈯午前10時～正午

「広報えたじま」に掲載する広告を

②３月27日㈯午前10時～正午
※２回とも同じ内容です。

募集しています。詳しくは企画振興

場所 江田島市民センター別館

課☎（43）1630へお問い合わせくだ

講師 吉長孝衞さん

さい。

対象 どなたでも（小学３年生以下は

広告の大きさなど

保護者同伴）

準備物 のり、やっとこ（持っている

準備物 エプロン、ふきん、持ち帰り
申込期限 ３月24日㈬

参加できます。

次第しめ切り）

講師 藤岡恵子さん
参加費 500円

講師 市保健医療課職員

定員 １回につき15 人（定員になり

場所 能美市民センター

なるコツを知ろう

した水引で、イヤリングやペンダント

参加費 1,000 円

午前10時30分～午後１時

■地域支援課（大柿市民センター）

☎（43）1637

季節の料理講座～ちらし寿司

旬な食材で、春の彩りご飯を作りま

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）

学びの館 市民ギャラリー ３ 月
めうがや広島水引展

広島を拠点に水引細工の制作活動をしている「めうがや広島水引」
の皆さんの作品展を開催します。
酒瓶に華やかな装飾を施したものや、折り鶴やもみじなど広島なら
ではのデザインをモチーフにしたアクセサリーなど、他にはない個性
的な作品をお楽しみいただけます。
日本の伝統工芸である水引細工を多くの人に伝えたいという制作者
の思いが込められた作品を、ぜひご覧ください。
●会場でアンケートを記入していただいた方の中から、抽選で50人に
素敵な水引細工作品をプレゼントします。
展示期間 ３
 月１日㈪～ 29日㈪
※最終日のみ午後３時までの展示となります。
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
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