知らせ
民生委員児童委員を委嘱
問社会福祉課社会福祉係
☎（４０）３１７７㈹
この度、次のとおり民生委
員児童委員を新しく委嘱しま
した。
民生委員児童委員は地域住
民の身近な相談相手として活
動しています。お困りのこと
がありましたら、お気軽にご
相談ください。
○沖井 京子さん
☎（５７）６００３
担当…大柿町深江・空（一
部）・二反田の社会福祉関係
○谷本 誠一さん
☎（４２）５００６
担当…江田島町全域の児童福
祉関係（主任児童委員）

男性料理教室開催
問地域包括支援センター
☎（４０）３５７１
旬の食材を使って、楽しく
料理をしましょう。

江田島市役所
江田島支所
沖 美 支 所
大 柿 支 所
福祉事務所

☎（４０）２２１１㈹
☎（４２）１１１１㈹
☎（４８）０２１１㈹
☎（５７）３０００㈹
☎（４０）３１７７㈹
にこ♡にこハウス（子育て支援センター）
☎（４２）２８５２
☎（４０）３０３５㈹
☎（４２）６３１０
☎（４２）３３１１

教育委員会
議会事務局
企業局水道

日時 １月 日㈮
参加者募集
午前 時～午後０時 分
高齢者口腔ケア講座
場所 能美保健センター
参加費 ５００円程度
問地域包括支援センター
☎（４０）３５７１
準備品 エプロン、三角巾、
ふきん（タオル）
にき歯科医院の院長と歯科
定員
人
衛生士をお迎えして、高齢者
申し込み １月 日㈬までに、 の口腔衛生や口腔体操につい
地域包括支援センターへ。
て話と実技を行います。
日時
１月７日㈭ 江田島保健センター
ふくし・かいご
１月 日㈭大柿保健センター
巡回相談を実施
１月 日㈭能美保健センター
※時間はいずれも午後３時～
４時 分
対象 おおむね 歳以上で、
介護保険サービスを利用して
いない人
準備物 普段自分が使ってい
る歯ブラシ
問障害者生活支援センター
☎（５７）２２１５
地域包括支援センター
☎（４０）３５７１
障害者や高齢者の福祉サー
ビス、介護方法や認知症、金
銭管理などに関する相談をお
受けします。相談を希望され
る場合は、障害者生活支援セ
ンターか地域包括支援センタ
ーにご連絡ください。
日時・場所
月 日㈬沖美公民館 （三高 ）
月 日㈮高田公民館
午後１時 分～午後３時 分

運動機能向上トレーニ
ング教室 参加者募集
問地域包括支援センター
☎（４０）３５７１
足腰が弱ってきた、膝、腰
が痛い、体力（抵抗力）が落
ちた、物忘れがひどくなった、

国 民 宿 舎 ☎（４５）２３３５
交通事業
☎０８２ ２(５１ ９)２９１

住宅リフォーム科（１年）
○ 対象が 歳以上 歳以下の科
情報システム科（１年）
○年齢制限のない科
ビルメンテナンス科（６カ月）

ＯＡビジネス科（６カ月）
介護サービス科（６カ月）
応募受付期間
１月 日㈫～２月 日㈪
※応募方法、選考日などは募
集要項を請求してご確認く
ださい。
特典 雇用保険受給者で、公
共職業安定所（ハローワーク）
の指示により入校した人は、
訓練終了日まで受給期間が延
長されるほか、諸手当が支給
されます。
22

内容 大衆演劇鑑賞・会食・
入浴
参加費 ２５００円
定員
人
申込期限 ２月 日㈮
申込先 在宅介護支援セン
ター江能（５７）７１００か
地域包括支援センター
島づくり活動を支援

離島人材育成基金
助成事業を募集
問企画振興課企画係
☎（４０）２７６２
㈶日本離島センターでは、
離島住民の自主的な島づくり
活動を支援するため、離島に

在住している人・活動してい
るグループなどが実施する人
材育成事業を対象に、１事業
につき経費の３分の２（１０
０万円）以内を限度として助
成します。
詳しくは、㈶日本離島セン
ター総務部☎０３（３５９１）
１１５１へ。
助成対象事業 平成 年４月
１日から平成 年２月 日ま
でに新たに取り組む事業で、
離島の産業振興、生活・文化・
福祉の向上や他の地域との交
流推進に関する事業など
申込方法 所定の申請書を２
月８日㈪までに、企画振興課
企画係へ提出してください。
申請書類は、市役所本庁と支
所にあります。

４月入校生を募集

小用港・江田島
高・江田島中

30

カキ祭会場

問県立呉高等技術専門校
☎（７１）８８１６
広島県立呉高等技術専門校
では、４月入校生を募集しま
す。見学はいつでもできます
ので、事前にご連絡ください。
募集訓練科（かっこ内は期間）
○対象が 歳以下の科
溶接加工科（１年）
機械システム科（１年）

18

⑭
⑮

臨時駐車場

たこが電線にかかった
ら、必ず中国電力へご
連絡ください。自分た
ちで取ると危険です。

12

問中国電力㈱呉営業所
☎０１２０（１３８）５１４

←江田島町
中央・鷲部

【周辺地図】

２月７日㈰午前10時～午後３時（予定）
小用みなと公園（江田島町） 江田島町↑

小用港
ターミナル

たこあげは電線のない広い場所で

22

問カキ祭実行委員会（商工観光課内）
☎（４０）２７７１

江田島市カキ祭を開催

切串

当日は、江田島市特産のカキの試食、カキ打
ち体験をはじめ、海の幸、山の幸を販売します。
また、軽食コーナーやステージでは、誰でも
参加できるカキ積みゲームを用意しています。
皆さんのご来場をお待ちしています。
28

65

12

１月17日㈰ 午前９時～
（小用みなと公園・江田島町小用）
市内の団体が、特産品などを販売します。
問えたじまポートプラザ協議会
事務局（江田島市商工会）☎（４２）０１６８

23

28 21

１月16日㈯ 午前10時～（雨天中止）
（タカノス交流広場・江田島町切串）
その時季に収穫した野菜などを販売。地
元で育てた新鮮なものがたくさんあります。
問農林振興課 ☎（４０）２７６９

人と話すことが少なくなった
参加者募集
という人はぜひご参加くださ
介護者リフレッシュ交流会
い。運動する習慣を身につけ、
若さを取り戻しましょう。
期間 １月 日㈭～３月 日
㈪の週 回（祝日を除く月・
木）・全 回
時間 午前の部…午前 時～
時 分、午後の部…午後２
時～３時 分
場所 能美保健センター※送
迎あり
参加費 ３０００円
定員
人
参加資格 介護保険のサービ
スを利用していない高齢者な
どで、全日程参加できる人

えたじまポートプラザ

27

30

30

30

30

えたじま地産地消市場

30

22 20

午前９時受付開始
午前10時式典開始
（農村環境改善センター・能美町鹿川）
式では、新成人誓いのことばの発表やスポ
ーツジャーナリスト・義田 貴士さんによる
記念講演があります。また、式終了後は記念
撮影を行います。
問生涯学習課生涯学習係☎（４０）３０３７

30

29

10

16

30

19

１ １

１月11日㈷

問地域包括支援センター
☎（４０）３５７１
日ごろの疲れを癒すため、
日帰り旅行を行います。観劇
や入浴、会食で介護者同士の
交流を深め、リフレッシュし
ませんか。
対象者 市内在住で高齢者な
どを介護している家族（施設
入所、長期入院は除く）
日時 ２月 日㈮午前８時
分～午後５時 分
場所 グリーンピアせとうち
呉(市安浦町 )

成人式

45

12

29

10

１月10日㈰ 午前10時～
（大柿町柿浦・柿浦漁港埋立地）
消防部隊や消防車両などの分列行進、式典
や消防隊公開訓練などが行われます。
問消防本部☎（４０）０１１９㈹

14

消防出初式

20

2

45

市内の主な行事

11
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