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急

春の火災予防運動を
実施します
３月１日㈪から７日㈰までの

国民年金保険料の追納

間のうち、原則古い期間の

保険料から納付することに

なります。

全額納付したときに比べ、将

けた期間があると、保険料を

納付猶予、学生納付特例を受

額免除・一部免除・法定免除）

増やすためにご利用くださ

す。将来受け取る年金額を

定の加算額が上乗せされま

追納は当時の保険料額に一

から数えて３年度目以降の

▼免除
 を受けた期間の翌年度

来受け取る老齢基礎年金の年

い。

国民年金保険料の免除（全

金額が少なくなります。

過去に免除などを受けた方

が老齢基礎年金の年金額を増

やすためには、 年以内であ

れば、これらの期間をさかの

ぼ っ て 納 付 す る（ 追 納 す る ）
ことができます。

追納に関する注意事項

▼一部 免 除 を 受 け た 期 間 に、

残りの納付すべき保険料を

納付していない場合は、追
納できません。
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軽消防車の贈呈式が
行われました
この度、一般社団法人日本損

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

７日間、全国一斉に春の火災予
この運動は、１年間で最も火

の普及を図り、火災の発生を防

年金
知っていますか？国民年金保険料の追納

害保険協会から、防災力の向上
に小型動力消防ポンプ付軽消防
災が発生しやすい時季を迎える

防運動が実施されます。

自動車１台が贈呈されました。
に当たり、火災予防思想の一層

を目的として、江田島市消防団

日㈬に贈呈式が市消防

本部で行われ、同協会中国支部

止することを目的として行われ

１月
委員長から消防団長へ目録とマ

「住宅用火災警報器を設置す

ます。

車両は、江田島町を管轄する

る」
、
「たき火をする際は十分注

スコットキーが渡されました。
第１方面隊北分団大幸部に配備

ガスコンロの側から離れない」

され、軽自動車の特性を生かし、 意して行う」、「火をつけたまま
狭あいな道路が多い地区での災

など、火災予防のポイントを再
確認し、火災から大切な命と財
産を守りましょう。
消防本部では、火災予防運動
中、消防出前講座や住宅防火訪
問、街頭広報などの啓発運動を
行います。

年金ポータル

例 ３／４免除になった期間を追

納する場合は、残りの１／４

の保険料を納付している必要
があります。

▼老齢基礎年金を受けられる

方は追納できません。

▼追納は免除などを受けた期

年金ポータル
ＱＲコード

害活動に迅速に対応していきま
す。
写真右：贈呈式の様子
写真左：贈 呈された小型動力消防ポンプ付軽消
防自動車
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2件

災

火
☎（４５）４７３９

消防つうしん

● 能美出張所

救

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３年１月１日～31日
● 消防本部・消防署

火災・救急・救助は１１９番

１月16日～２月15日届け出分

おめでとうございます

すこやか

（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
おおだん

さくら

大段

しんさわ

桜（中央・１月24日）新澤

能美町

え の わ き ま

３月の当番医

たすく

佑（小用・１月18日）

ゆ

江野脇愛結（高田・２月４日）

ご冥福をお祈りします

おくやみ

１月１日～１月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
根セキノ（小用・103歳）

宇根川悦子（中央・92歳）

沖本 勝三（鷲部・79歳）

北岡 定雄（江南・78歳）

下野ツヤ子（秋月・90歳）

古本サチ子（江南・85歳）

丸本 政江（切串・81歳）

丸本 幸保（切串・88歳）

安原喜美子（中央・95歳）

山﨑千壽枝（切串・81歳）

能美町

※日程は変更することがあります。
問保健医療課

長尾医院（沖美町三吉）
診療時間：午前10時～午後５時
水口医院（江田島町中央）
14日㈰
診療時間：午前９時～午後５時
澤医院（大柿町小古江）
20日㈷
診療時間：午前10時～午後５時
梶川医院（沖美町岡大王）
診療時間：午前10時～午後５時
21日㈰
吉田病院（江田島町津久茂）
診療時間：午前９時～午後５時
長尾医院（沖美町三吉）
28日㈰
診療時間：午前10時～午後５時
７日㈰

☎（４３）１６３９

☎（47）0204
☎（42）0018
☎（57）2003
☎（48）0201
☎（42）1100
☎（47）0204

※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。

３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
２日㈫

能美保健センター

庸介（中町・79歳）

９日㈫

大柿老人福祉センター

16日㈫

三高会館

石川 睦江（三吉・77歳）

後河内正光（高祖・70歳）

23日㈫

江田島市民センター別館（旧江田島公民館）

鍵本 勝彦（三吉・83歳）

中野 弘子（三吉・81歳）

濱松 榮治（是長・80歳）

宮内 里子（三吉・81歳）

後河内忠幸（中町・83歳）

原

沖美町

ありがとうございました

寄附

大柿町
沖 美津子（大原・83歳）

重長美佐子（大原・90歳）

金井 文子（大原・88歳）

上河内民子（深江・95歳）

久保田正信（大原・77歳）

佐久間高男（大原・71歳）

澤村

下井田葊子（柿浦・79歳）

豊（柿浦・94歳）

空井 末美（飛渡瀬・91歳） 濵岡甲子秋（深江・96歳）
濵口 澄明（大原・87歳）

濱田 京子（飛渡瀬・80歳）

濱田冨美雄（飛渡瀬・96歳） 濵中ミハル（深江・99歳）
平口 禎一（大原・84歳）

平原 六紀（大君・71歳）

二間 孝行（深江・87歳）

丸子ユリコ（深江・74歳）

峯本惠美子（大原・89歳）

峯本

郎（大原・88歳）

山中アキコ（柿浦・91歳）

（50音順・敬称略）

ふるさと寄附金
石塚 里沙（東京都江東区）
大森 誠司（神奈川県横浜市）
岡田由紀美（福岡県筑紫郡那珂川町）
岸田 麻子（神奈川県川崎市）
白岩 正明（神奈川県横浜市）
田村菜穂子（東京都江東区）
出口 憲二（広島市安佐南区）
東谷 正文（福岡県大野城市）
平野 勝正（広島市中区）
船崎
亮（兵庫県伊丹市）
松脇 由典（東京都品川区）

石山英美子（千葉県船橋市）
岡田 武久（愛媛県新居浜市）
川本 清治（廿日市市）
佐木 俊一（大阪府茨木市）
舘原 洋二（福山市）
千代田敏孝（福岡県久留米市）
新田 剛士（広島市東区）
土方 一範（東京都大田区）
藤澤 徳広（広島市安佐南区）
増田 卓己（千葉県市川市）
三宅雄次郎（安芸郡海田町）

令和３年１月31日現在

￥

市税などの納期限

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。

保育料
（３月分）

住宅使用料
（３月分）
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問子育て支援課
☎（４２）２８５２
問都市整備課
☎（４３）１６４７
令和３年３月

人口と世帯数 （外国人市民を含む）

３月31日㈬

江田島
能 美
沖 美
大 柿
全

体

(前月比)

男性
女性
計
世帯数
4,025
3,945
7,970
4,587
2,391
2,546
4,937
2,540
1,480
1,470
2,950
1,702
3,144
3,377
6,521
3,463
11,040 11,338 22,378 12,292
（22）
（0）
（22）
（38）

