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海田町出身／元プロ野球選手、野球解説者

大下剛史さん

が子どもの頃は遊び道具などな
く、そこらじゅうを駆け回り、木を
拾ってバットにしてボールを打ち、

野球の真似事をして遊んでた。中でも当時の
瀬野川は潮が引くと砂浜が現れ、その砂浜で
夢中になって木のバットを振り回してた。日
浦山にもよく登ったな。とにかく日が暮れる
まで走り回ってクタクタになって帰ってた。
　実家は新町なので、今でもあのあたりを通
ると懐かしい気持ちになる。明顕寺幼稚園、
海田市小学校、海田中学校と生活のすべて
が海田だった。豊かな自然と下町気質の温か
い人達に囲まれていたので、海田に生まれて
本当に良かったと今でも思う。

3

おおした・つよし／1944年11月生まれ、元野球選手。
1967年東映フライヤーズ（現北海道日本ハムファイ
ターズ）に入団後、1975年に広島東洋カープへ移籍。
一番打者で同年のリーグ初優勝に貢献した。ダイヤモ
ンドグラブ賞やベストナインを獲得、引退後はカープ
のコーチを務めた。

野山を駆け回った
子ども時代
海田町にある
野球人生の原点

僕

海田町にゆかりのある人を毎月ピックアップし、現
在の活動や仕事から、海田町への思いまで深掘
りしていきます。
7月号では、海田町町民栄誉賞を受賞された大下
さんを取材しました。元カープの選手で、今では野
球解説者として活躍している大下さんに、海田町
での思い出や、受賞の心境についてお話しいた
だきました。

今今をときをときめめくく
ままちちのあのあの人の人にに
会会いいにに行行くく

大下剛史さん
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　今までの人生を振り返った時、まず浮かんで
くるのは中学校の恩師足立 龍夫先生。野球部
の顧問兼監督で、野球の技術はもちろんのこ
と、人としてどう生きるべきか、芯の通った言動
から多くの事を学んだ。当時は恐い先生だと
思ったけど教わることがたくさんあった。足立先
生の教えが今でも心底にある。広商に行けと勧
めてくれたのも足立先生で、「行け」と言われた
ら「はい」しかなかった（笑）
　当時の広島商業高校は江波にあり、海田から
江波まで約1時間かかる。毎日朝一番のバスに
市場へ買い出しに行く人達と一緒に乗り、帰り
はいつも最終便。学校では練習漬けの日々、
帰ったら泥のように眠る。勉強などする時間は

なかった。それでもつらいと思ったことはない。
足立先生の「一生懸命やれ」という言葉が常に
心の中にあったからだ。

人生を導いてくれた恩師の存在

島商業高校から駒澤大学へ進学。練
習はきつかったけれど、お盆や正月
に実家へ帰省すると、懐かしいまち

の様子にほっとしたよ。プロに入ってからは、常
に勝敗や自己鍛錬など、精神的にもすごく鍛え
られた。
　今年はコロナの影響で全国の試合や練習の
中止が相次いで悔しい思いをした子たちも随分
いると思う。けれど、時にはじっと我慢すること
も大事。その中で自分のできることを見つけて、
工夫をし、自己を磨いてほしい。
　僕は先生の名前を冠にした「足立杯争奪」中
学生軟式野球海田大会の実行委員長を務めて
いて、15年続いたけど第16回、第17回はコロ
ナの影響で中止になった。今はじっと我慢だね。

野球を通して、
いま伝えたいこと

スポーツのまちとしての
発展を願う

強さ、厳しさ、優しさ…
　　　人としての在り方を学んで

広

今をときめく今をときめく
まちのあの人まちのあの人にに
会いに行く会いに行く

広報かいたにご出演いただける人を募集中。自薦他薦
は問いません。海田町で活躍していたり、新しいことに
取り組んでいたり、まちのことが大好きな人をお待ちし
ています。興味がある人は上記の連絡先より問い合わせ
てください。

募 集

823-9212TEL

kikaku@town.kaita.lg.jpMail

企画課（役場3階）

今回の取材に合わせて関係者からお借りした復刻版ユニ
フォームや野球カードなど大下さんゆかりの品々。

　今年5月、ありがたいことに海田町の町民栄
誉賞をいただいた。最初に連絡をもらった時は
驚いたけど、素直に嬉しかったよ。
　この賞は三村 敏之ももらった栄誉ある賞。
三村も天国で喜んでくれていると思う。
　また、海田町は織田 幹雄さんという素晴ら
しいアスリートを輩出したまち。スポーツを通
じた交流がもっともっと盛んになり、海田町が
さらなる発展を遂げるよう応援しています。

海田のお気に入り

まちが見渡せる日浦山
幼少期に数え切れないほど登り、遊び場にし
ていた思い出の多い山。標高約345mと初心
者でも比較的登りやすく、海田町のシンボル
でもあると思う。どんと構える姿に安心感を覚
えるし、山から見渡すまちや広島湾に浮かぶ
遠くの島々の景色を見るたびに原点を思い出
させてくれる。

西田祐三町長は、同じ中学の野球部の後輩。
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「自分の責任で自由に遊ぼう！」
　子供たちの「やってみたい！」を尊重して、
大人たちが温かく見守ります。
●日　時　７月２５日（日）
　　　　　１０時～１３時
●場　所　海田東公民館
●対　象　小学１～６年生
●定　員　３０人　　　　
●参加費　無料
●講　師　相原 美恵子さんと遊び場を考える会
●持ち物　タオル・飲み物・マスク

　小惑星リュウグウから石やすなを持って帰ってきた「はやぶさ２」のお話を、プロジェクトチームメンバーの薮田先生に
分かりやすく、楽しく教えてもらいます。質問もできるよ。

〈申し込み〉

●海田公民館（〒736-0066 海田町中店8-24　☎822-7373）
●海田東公民館（〒736-0011 海田町寺迫二丁目2-59　☎823-2711）

●対象　町内在住・在学の小学生
●締め切り　7月12日（月）必着

（申し込み多数の場合は、
7月13日（火）15時から各公民館で
公開抽選を行います）

※個人情報はジュニアサマースクール
　開催のためのみに使用します。

　太陽系と生命の起源を探るために、
小惑星表面のサンプルを採取して地
球に持ち帰る、宇宙航空研究開発機構
（JAXA）のミッションです。

往復はがきの「往信用」裏に希望講座名、名前（ふりがな）、住所、生年月日、学校名、学年、電話番号を明記し、「返信用」
の表にも郵便番号、住所、名前を必ず書いて、各公民館へ送ってください。１講座につき、一人１枚の申し込みとします。

す。

❶海田冒険遊び場
チョコレートの原料であるカカオが
どのように栽培され、
チョコレートになっていくのかを楽しく学びます。
　試食もあるよ。
●日　時　７月２７日（火）１３時３０分～14時30分
●場　所　海田東公民館　実習室
●対　象　小学１～６年生
●定　員　18人　　　　
●参加費　無料
●講　師　（株）明治　西日本支社
●持ち物　タオル・飲み物・マスク

❷食育教室「チョコレートのひみつ」

季節の食材を使って
おいしい果物のバーガーを作ります。
　※乳製品、果物を使いますので
　アレルギーにご注意ください。
●日　時　７月２９日（木）１３時３０分～14時30分
●場　所　海田東公民館　実習室
●対　象　小学１～６年生
　　　　　（低学年は保護者１人の同伴可）
●定　員　15人　　　　
●参加費　１，０００円
●講　師　（株）八天堂　兼岡さん
●持ち物　タオル・飲み物・マスク・エプロン
　　　　　三角巾・上履き

●日　時　８月１７日（火）　１０時～12時
●場　所　海田東公民館　大会議室
●対　象　小学１～６年生
●定　員　30人　　　　
●参加費　無料
●講　師　広島大学大学院先進理工系科学研究科
　　　　　地球惑星システム学プログラム 教授　薮田 ひかるさん
●持ち物　飲み物・筆記用具・マスク

❸料理教室「スイーツバーガーつくり」

❺科学教室「はやぶさ２のおはなし」

器械体操（マット運動）
　学校ではできない体操に講師と一緒に挑戦してみよう。
●日　時　8月6日（金）１６時から
●場　所　海田東公民館　体育館
●対　象　❶小学１～３年生　１６時～１６時５５分
　　　　　❷小学４～６年生　１７時～１８時
●定　員　各12人　　　　
●参加費　無料
●講　師　子ども体操教室講師
●持ち物　タオル・飲み物・マスク・上履き
　　　　　運動のできる服装

❹体操教室

ヨシワ工業（明神町）の工場を見学しよう！
●日　時　７月２８日（水）１０時～１２時
●場　所　織田幹雄スクエア ９時３０分 集合・出発
●対　象　小学１～６年生
●定　員　１０人　●参加費　無料
●講　師　ヨシワ工業の皆さん
●持ち物　帽子・タオル・水筒

❶工場見学

煎茶のお点前を見て、体験してみよう！
●日　時　７月３０日（金）１０時～１２時
●場　所　織田幹雄スクエア ３０１・３０２和室
●対　象　小学１～６年生
●定　員　10人　●参加費　５００円
●講　師　煎茶講座講師
　　　　　大上 ヨシエさん（草庵流）

❷煎茶教室

記念館を見学して織田幹雄さんについて学ぼう！
●日　時　８月２日（月）１０時～１１時
●場　所　織田幹雄スクエア 織田幹雄記念館
●対　象　小学１～６年生（低学年は保護者１人の同伴可）
●定　員　10人　　　　
●参加費　無料
●講　師　織田幹雄資料研究家
　　　　　青木 義和さん

～電気の不思議実験～レモンや硬貨を使って電池を作ろう！
●日　時　８月１８日（水）１０時～１２時　●場　所　織田幹雄スクエア ３０４・３０５学習室
●対　象　小学１～６年生　　　　　　●定　員　15人
●参加費　無料　　　　　　　　　　●講　師　広島工業大学　准教授　升井 義博さん

❸織田幹雄教室

❺科学教室

段ボールでビー玉迷路を作ろう！
●日　時　８月４日（水）１０時～１２時
●場　所　織田幹雄スクエア ３０４・３０５学習室
●対　象　小学１～６年生
●定　員　15人　　　　
●参加費　500円
●講　師　絵本絵画造形作家
　　　　　戸川 幸一郎さん

❹工作教室

「はやぶさ２」とは！？736-00△△
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名前

住所

生年月日

学校名・学年

　　　　　○○小学校○年

電話

○○講座

かいたたろう

海田　太郎

海田町□□ □番□号

令和○年○月○日

○○○-○○○○○

今年の夏、海田町では子どもたち向けの新しいイベントを　　　　　　　　　　　計画しています。普段は体験できないことをたくさん体験して楽しい夏を過ごしましょう！
　※新型コロナウイルス感染症により、中止になる場合があります。　　　　　　　　　　　　　　最新の状況は海田町ホームページを確認するか、直接問い合わせてください。
　参加にあたって　・発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある場合、　　　　　　　　　　　参加を自粛してください　・マスクを必ず着用してください　・手洗い消毒をしましょう
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●講　師　相原 美恵子さんと遊び場を考える会
●持ち物　タオル・飲み物・マスク

　小惑星リュウグウから石やすなを持って帰ってきた「はやぶさ２」のお話を、プロジェクトチームメンバーの薮田先生に
分かりやすく、楽しく教えてもらいます。質問もできるよ。

〈申し込み〉

●海田公民館（〒736-0066 海田町中店8-24　☎822-7373）
●海田東公民館（〒736-0011 海田町寺迫二丁目2-59　☎823-2711）

●対象　町内在住・在学の小学生
●締め切り　7月12日（月）必着

（申し込み多数の場合は、
7月13日（火）15時から各公民館で
公開抽選を行います）

※個人情報はジュニアサマースクール
　開催のためのみに使用します。

　太陽系と生命の起源を探るために、
小惑星表面のサンプルを採取して地
球に持ち帰る、宇宙航空研究開発機構
（JAXA）のミッションです。

往復はがきの「往信用」裏に希望講座名、名前（ふりがな）、住所、生年月日、学校名、学年、電話番号を明記し、「返信用」
の表にも郵便番号、住所、名前を必ず書いて、各公民館へ送ってください。１講座につき、一人１枚の申し込みとします。

す。

❶海田冒険遊び場
チョコレートの原料であるカカオが
どのように栽培され、
チョコレートになっていくのかを楽しく学びます。
　試食もあるよ。
●日　時　７月２７日（火）１３時３０分～14時30分
●場　所　海田東公民館　実習室
●対　象　小学１～６年生
●定　員　18人　　　　
●参加費　無料
●講　師　（株）明治　西日本支社
●持ち物　タオル・飲み物・マスク

❷食育教室「チョコレートのひみつ」

季節の食材を使って
おいしい果物のバーガーを作ります。
　※乳製品、果物を使いますので
　アレルギーにご注意ください。
●日　時　７月２９日（木）１３時３０分～14時30分
●場　所　海田東公民館　実習室
●対　象　小学１～６年生
　　　　　（低学年は保護者１人の同伴可）
●定　員　15人　　　　
●参加費　１，０００円
●講　師　（株）八天堂　兼岡さん
●持ち物　タオル・飲み物・マスク・エプロン
　　　　　三角巾・上履き

●日　時　８月１７日（火）　１０時～12時
●場　所　海田東公民館　大会議室
●対　象　小学１～６年生
●定　員　30人　　　　
●参加費　無料
●講　師　広島大学大学院先進理工系科学研究科
　　　　　地球惑星システム学プログラム 教授　薮田 ひかるさん
●持ち物　飲み物・筆記用具・マスク

❸料理教室「スイーツバーガーつくり」

❺科学教室「はやぶさ２のおはなし」

器械体操（マット運動）
　学校ではできない体操に講師と一緒に挑戦してみよう。
●日　時　8月6日（金）１６時から
●場　所　海田東公民館　体育館
●対　象　❶小学１～３年生　１６時～１６時５５分
　　　　　❷小学４～６年生　１７時～１８時
●定　員　各12人　　　　
●参加費　無料
●講　師　子ども体操教室講師
●持ち物　タオル・飲み物・マスク・上履き
　　　　　運動のできる服装

❹体操教室

ヨシワ工業（明神町）の工場を見学しよう！
●日　時　７月２８日（水）１０時～１２時
●場　所　織田幹雄スクエア ９時３０分 集合・出発
●対　象　小学１～６年生
●定　員　１０人　●参加費　無料
●講　師　ヨシワ工業の皆さん
●持ち物　帽子・タオル・水筒

❶工場見学

煎茶のお点前を見て、体験してみよう！
●日　時　７月３０日（金）１０時～１２時
●場　所　織田幹雄スクエア ３０１・３０２和室
●対　象　小学１～６年生
●定　員　10人　●参加費　５００円
●講　師　煎茶講座講師
　　　　　大上 ヨシエさん（草庵流）

❷煎茶教室

記念館を見学して織田幹雄さんについて学ぼう！
●日　時　８月２日（月）１０時～１１時
●場　所　織田幹雄スクエア 織田幹雄記念館
●対　象　小学１～６年生（低学年は保護者１人の同伴可）
●定　員　10人　　　　
●参加費　無料
●講　師　織田幹雄資料研究家
　　　　　青木 義和さん

～電気の不思議実験～レモンや硬貨を使って電池を作ろう！
●日　時　８月１８日（水）１０時～１２時　●場　所　織田幹雄スクエア ３０４・３０５学習室
●対　象　小学１～６年生　　　　　　●定　員　15人
●参加費　無料　　　　　　　　　　●講　師　広島工業大学　准教授　升井 義博さん

❸織田幹雄教室

❺科学教室

段ボールでビー玉迷路を作ろう！
●日　時　８月４日（水）１０時～１２時
●場　所　織田幹雄スクエア ３０４・３０５学習室
●対　象　小学１～６年生
●定　員　15人　　　　
●参加費　500円
●講　師　絵本絵画造形作家
　　　　　戸川 幸一郎さん

❹工作教室
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手 希望講座

ふりがな

名前

住所

生年月日

学校名・学年

　　　　　○○小学校○年

電話

○○講座

かいたたろう

海田　太郎

海田町□□ □番□号

令和○年○月○日

○○○-○○○○○

今年の夏、海田町では子どもたち向けの新しいイベントを　　　　　　　　　　　計画しています。普段は体験できないことをたくさん体験して楽しい夏を過ごしましょう！
　※新型コロナウイルス感染症により、中止になる場合があります。　　　　　　　　　　　　　　最新の状況は海田町ホームページを確認するか、直接問い合わせてください。
　参加にあたって　・発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある場合、　　　　　　　　　　　参加を自粛してください　・マスクを必ず着用してください　・手洗い消毒をしましょう
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　※新型コロナウイルス感染症により、中止になる場合があります。　　　　　　　　　　　　　　最新の状況は海田町ホームページを確認するか、直接問い合わせてください。
　参加にあたって　・発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある場合、　　　　　　　　　　　参加を自粛してください　・マスクを必ず着用してください　・手洗い消毒をしましょう

●海田町ひまわりプラザ　☎824-1225 月曜日～土曜日（祝日を除く） 9時～17時
ひまわりプラザ 小学生のための夏休み講座ひまわりプラザ 小学生のための夏休み講座ひまわりプラザ 小学生のための夏休み講座 海田児童館　夏休み講座　海田児童館　夏休み講座　海田児童館　夏休み講座　

〈申し込み〉

〈申し込み〉　7月1日（木）から電話または窓口で海田児童館へ　※すべて無料。

対象

①往復はがきの往信面の裏に
　　・希望講座名
　　・名前（ふりがな）・学校・学年
　　・住所・電話番号を記入
②往復はがきの返信面に返信用住所と
　名前を記入して郵送してください。

※町内在住・在学の小学生が対象です。　※往復はがき1枚につき、1人1講座とします。

●抽選会　定員を超えた場合は7月14日（水）13時30分からひまわりプラザ1階ふれあいプラザで公開抽選を行い、
　　　　　結果を返信用はがきでお知らせします。

工作教室　オリジナルポーチを作ろう！
●日　時　7月27日（火）10時～11時30分
●場　所　カルチャールーム
●対　象　小学１～６年生
●定　員　10人　　　　
●参加費　500円
●講　師　広島国際学院大学非常勤講師　
　　　　　宮本 博子さん

園芸教室　水耕栽培をやってみよう！
●日　時　8月25日（水）10時～11時30分
●場　所　カルチャールーム
●対　象　小学１～６年生
●定　員　10人　　　　
●参加費　1,000円
●講　師　日本フラワーデザイナー協会名誉本部講師
　　　　　フルールブランシェ　佐々木 香さん

木工教室　はしとはしおきを作ろう！
●日　時　7月28日（水）9時30分～10時30分
●場　所　カルチャールーム
●対　象　小学１～3年生
●定　員　10人　　　　
●参加費　200円
●講　師　天野 善保さん

木工教室　ミニチェアーを作ろう！
●日　時　7月28日（水）10時50分～11時50分
●場　所　カルチャールーム
●対　象　小学4～６年生
●定　員　10人　　　　
●参加費　500円
●講　師　天野 善保さん

陶芸教室　お皿を作ろう！
●日　時　8月11日（水）
　　　　　❶10時～10時45分 ❷11時～11時45分
●場　所　工芸室
●対　象　小学１～3年生
●定　員　各5人　　　　
●参加費　500円
●講　師　石部 吉拡さん

陶芸教室　貯金箱を作ろう！
●日　時　8月11日（水）13時～14時
●場　所　工芸室
●対　象　小学4～６年生
●定　員　5人　　　　
●参加費　500円
●講　師　石部 吉拡さん

スポーツ教室　ニュースポーツをやってみよう！(全4回コース）
●日　時　7月26日（月）
　　　　　7月30日（金）
　　　　　8月20日（金）
　　　　　8月23日（月）
　　　　　❶小学1年生～3年生　10時30分～12時
　　　　　❷小学4年生～6年生　13時30分～15時

●場　所　カルチャールーム
●対　象　❶小学1年生～3年生
　　　　　❷小学4年生～6年生
●定　員　各10人　　　　
●参加費　無料
●講　師　海田町スポーツ推進委員

●海田児童館　☎８２２-２２１６

講座内容 開催日時 対象 定員 内容

海田東児童館　夏休み講座海田東児童館　夏休み講座海田東児童館　夏休み講座

〈申し込み〉　7月1日（木）から電話または窓口で海田東児童館へ　※すべて無料。

●対象期間　７月１日（木）～令和4年２月２８日（月）

●海田東児童館　☎８２２-９９４６

●青少年育成海田町民会議（事務局：生涯学習課）
　☎８２３-９２１７　FAX.８２３-９２５６

講座内容 開催日時 対象 定員

❹スライムを作ってあそぼう ひんやり不思議な感触
を楽しんで遊びます

7月28日（水）
①13時30分から
②15時から

小学１～6年生 各8人

❺スノードームを作ろう
世界に一つだけのオリ
ジナルスノードームを作
ります

8月20日(金)
①13時30分から 
②15時から

小学１～6年生 各8人

❻夏休みクイズ
　学年ごとのクイズを毎週出題
します

参加賞があります夏休み中 小学１～6年生 ー

内容

❶サマーリースを作ろう 貝などで飾りつけをした
リースを作ります

7月30日（金）
①10時30分から
②13時30分から

小学１～6年生 各8人

❷ジェルキャンドルを作ろう
涼しげな透明キャンドル
を作ります

8月23日（月）
①10時30分から
②13時30分から

小学１～6年生 各8人

❸夏休みクイズ
　学年ごとのクイズを毎週出題
します

参加賞があります夏休み中 小学１～6年生 ー

　今年も海田町の小学生を対象に、カイタチャレンジカード事業を行います。カードは小
学校を通じて配布します。町外に通学している小学生は、織田幹雄スクエア・海田東公民
館・図書館・ふるさと館でカードをもらってください。
　町内で行われるイベントなどに参加するとシールがもらえます。もらったシールをカード
に貼って、いっぱいになると記念品がもらえます。くわしくは、カードに書かれている説明
を確認してください。

カイタチャレンジカード事業が始まります

対象事業には
このマークが付いています

0分

ラダーゲッター

ニチレクボール
クッブ

●送り先　〒736-0052　海田町南つくも町11番16号
　　　　　海田町ひまわりプラザ
●締め切り　7月13日（火）必着
※個人情報は適正に管理し、本講座開設のためだけに利用します。
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　※新型コロナウイルス感染症により、中止になる場合があります。　　　　　　　　　　　　　　最新の状況は海田町ホームページを確認するか、直接問い合わせてください。
　参加にあたって　・発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある場合、　　　　　　　　　　　参加を自粛してください　・マスクを必ず着用してください　・手洗い消毒をしましょう

●海田町ひまわりプラザ　☎824-1225 月曜日～土曜日（祝日を除く） 9時～17時
ひまわりプラザ 小学生のための夏休み講座ひまわりプラザ 小学生のための夏休み講座ひまわりプラザ 小学生のための夏休み講座 海田児童館　夏休み講座　海田児童館　夏休み講座　海田児童館　夏休み講座　

〈申し込み〉

〈申し込み〉　7月1日（木）から電話または窓口で海田児童館へ　※すべて無料。

対象

①往復はがきの往信面の裏に
　　・希望講座名
　　・名前（ふりがな）・学校・学年
　　・住所・電話番号を記入
②往復はがきの返信面に返信用住所と
　名前を記入して郵送してください。

※町内在住・在学の小学生が対象です。　※往復はがき1枚につき、1人1講座とします。

●抽選会　定員を超えた場合は7月14日（水）13時30分からひまわりプラザ1階ふれあいプラザで公開抽選を行い、
　　　　　結果を返信用はがきでお知らせします。

工作教室　オリジナルポーチを作ろう！
●日　時　7月27日（火）10時～11時30分
●場　所　カルチャールーム
●対　象　小学１～６年生
●定　員　10人　　　　
●参加費　500円
●講　師　広島国際学院大学非常勤講師　
　　　　　宮本 博子さん

園芸教室　水耕栽培をやってみよう！
●日　時　8月25日（水）10時～11時30分
●場　所　カルチャールーム
●対　象　小学１～６年生
●定　員　10人　　　　
●参加費　1,000円
●講　師　日本フラワーデザイナー協会名誉本部講師
　　　　　フルールブランシェ　佐々木 香さん

木工教室　はしとはしおきを作ろう！
●日　時　7月28日（水）9時30分～10時30分
●場　所　カルチャールーム
●対　象　小学１～3年生
●定　員　10人　　　　
●参加費　200円
●講　師　天野 善保さん

木工教室　ミニチェアーを作ろう！
●日　時　7月28日（水）10時50分～11時50分
●場　所　カルチャールーム
●対　象　小学4～６年生
●定　員　10人　　　　
●参加費　500円
●講　師　天野 善保さん

陶芸教室　お皿を作ろう！
●日　時　8月11日（水）
　　　　　❶10時～10時45分 ❷11時～11時45分
●場　所　工芸室
●対　象　小学１～3年生
●定　員　各5人　　　　
●参加費　500円
●講　師　石部 吉拡さん

陶芸教室　貯金箱を作ろう！
●日　時　8月11日（水）13時～14時
●場　所　工芸室
●対　象　小学4～６年生
●定　員　5人　　　　
●参加費　500円
●講　師　石部 吉拡さん

スポーツ教室　ニュースポーツをやってみよう！(全4回コース）
●日　時　7月26日（月）
　　　　　7月30日（金）
　　　　　8月20日（金）
　　　　　8月23日（月）
　　　　　❶小学1年生～3年生　10時30分～12時
　　　　　❷小学4年生～6年生　13時30分～15時

●場　所　カルチャールーム
●対　象　❶小学1年生～3年生
　　　　　❷小学4年生～6年生
●定　員　各10人　　　　
●参加費　無料
●講　師　海田町スポーツ推進委員

●海田児童館　☎８２２-２２１６

講座内容 開催日時 対象 定員 内容

海田東児童館　夏休み講座海田東児童館　夏休み講座海田東児童館　夏休み講座

〈申し込み〉　7月1日（木）から電話または窓口で海田東児童館へ　※すべて無料。

●対象期間　７月１日（木）～令和4年２月２８日（月）

●海田東児童館　☎８２２-９９４６

●青少年育成海田町民会議（事務局：生涯学習課）
　☎８２３-９２１７　FAX.８２３-９２５６

講座内容 開催日時 対象 定員

❹スライムを作ってあそぼう ひんやり不思議な感触
を楽しんで遊びます

7月28日（水）
①13時30分から
②15時から

小学１～6年生 各8人

❺スノードームを作ろう
世界に一つだけのオリ
ジナルスノードームを作
ります

8月20日(金)
①13時30分から 
②15時から

小学１～6年生 各8人

❻夏休みクイズ
　学年ごとのクイズを毎週出題
します

参加賞があります夏休み中 小学１～6年生 ー

内容

❶サマーリースを作ろう 貝などで飾りつけをした
リースを作ります

7月30日（金）
①10時30分から
②13時30分から

小学１～6年生 各8人

❷ジェルキャンドルを作ろう
涼しげな透明キャンドル
を作ります

8月23日（月）
①10時30分から
②13時30分から

小学１～6年生 各8人

❸夏休みクイズ
　学年ごとのクイズを毎週出題
します

参加賞があります夏休み中 小学１～6年生 ー

　今年も海田町の小学生を対象に、カイタチャレンジカード事業を行います。カードは小
学校を通じて配布します。町外に通学している小学生は、織田幹雄スクエア・海田東公民
館・図書館・ふるさと館でカードをもらってください。
　町内で行われるイベントなどに参加するとシールがもらえます。もらったシールをカード
に貼って、いっぱいになると記念品がもらえます。くわしくは、カードに書かれている説明
を確認してください。

カイタチャレンジカード事業が始まります

対象事業には
このマークが付いています

0分

ラダーゲッター

ニチレクボール
クッブ

●送り先　〒736-0052　海田町南つくも町11番16号
　　　　　海田町ひまわりプラザ
●締め切り　7月13日（火）必着
※個人情報は適正に管理し、本講座開設のためだけに利用します。
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ネ ウ ボ ラ ひ ろ ば
妊 娠 か ら 出 産 ・ 子 育 て ま で を 応 援 !

み ん な 集 ま れ !  !

広島県の子ども
元気いっぱい
キャラクター
イクちゃん

●こども課（役場1階） 　☎823－9227
●保健センター 　☎823－4418
（子育て支援センター）
●ひまわりプラザ 　☎824－1225
●海田児童館 　☎822－2216
●町民センター 　☎822－9946

Google Play、App Storeなどのアプリストアか
ら母子手帳アプリ「母子モ」を無料でダウンロード　
※通信料は別途かかります

　子育て中の人が 、お持ちのスマホやパ ソコンで 交流・相談で きるオンライン「おしゃべ 
り広場」を開催しています。(zoom を使用します)
　「泣いたときど うしてる?」「赤ちゃんとど うやって遊んで る?」など 、子育てしなが ら感
じ るちょっとした質問や思いをみんなで おしゃべ りしてみませんか?　保健師や保育士
も参加し、ときにはアド バ イスしたりすることもありますよ。

●開催予定　※参加人数は1回につき5人まで 、時間は30分程度で す。
ひまわりプ ラザ 7月7日(水)10時から 7月21日(水)10時から
海田児童館 7月12日(月)11時から 7月26日(月)11時から
町民センター 7月6日(火)11時から 7月20日(火)11時から

●申し込み　各子育て支援センターへ

かいた版ネウボラアプリ

QRコードからダウンロード

母子健康手帳の交付は
時間予約できます

●予約時間　保健センター…月～金曜日９時～16時（祝日を除く）
　　　　　　ひまわりプラザ…月～土曜日９時～16時（祝日を除く）

※新型コロナウイルス感染症により、各種教室などが中止になる場合があります。
　最新の状況は海田町ホームページを確認するか、直接問い合わせてください。

オ ン ラ イ ン 「 お し ゃ べ  り 広 場 」 に 参 加 し ま せ ん か

●日時　8月21日(土) ①10時から　②11時から
●場所　ひまわりプラザ
●対象　1歳～未就園の子ど もとお父さんお母さん(妊婦可)
　　　　※妊婦の人は主治医の口頭許可が 必要。
●定員　各8組
●申し込み　7月19日(月)から各子育て支援センターまで 

お父さんと子ど ものふれあい体操
　ふれあい体操で 、新しいあそび を発見して
みませんか? 子ど もと一緒に楽しもう!
　●講師　株式会社 SiN 田中 信行さん

お母さんのリフレッシュサロン
　お母さんは助産師と一緒に、骨盤体操で心
も体もリフレッシュ！
　●講師　山本 恵子さん（助産師）

お 父 さ ん 講 座

動きやすい服装で来てね！
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催　し　名 月　日 時　間 内　容　　　　

プレママ教室
7月7日(水)

14時～
15時30分

・母乳育児について
・妊娠中の栄養について
●対象　妊婦と家族

8月4日(水) ・お産に役立つ骨盤体操
●対象　妊婦と家族

パパママ教室 7月31日(土) 9時30分～
11時30分

・沐浴体験・育児用品について
●対象　妊婦と家族

マタニティサロン
（母乳育児）

7月19日(月)
8月30日(月)
9月9日(木)

14時～
15時30分

・授乳に役立つ母乳の知識・授乳の方法・卒乳の話
　（3回シリーズ）
●対象　妊婦、子育て中の人

マタニティサロン
（エクササイズ） 7月15日(木) 14時～

15時30分
・お産と子育てに向けて体作り・マタニティエクササイズ
●対象　妊婦と家族　※動きやすい服装で来てください。

産後ママのための休憩室
（骨盤ケア・べびぃケア）

8月3日（火）
8月18日（水） 10時～12時 お母さんの骨盤のケアと赤ちゃんの発達段階に応じた姿勢につ

いての話（3回シリーズ）
●対象　妊婦・乳児と保護者　※初回の人優先。9月1日（水） 10時～11時

助産師の相談室 7月8日(木)
7月27日(火) 9時～12時 助産師による個別相談（妊娠、出産、母乳のことなど）

●対象　妊婦、子育て中の人（家族参加可）

妊婦・産婦対象教室　　※要予約　●場所　ひまわりプラザ　　●持ち物　母子健康手帳

催　し　名 対　象 時　間 ひまわりプラザ 海田児童館 町民センター
赤ちゃん教室１（にこにこ） 4カ月～8カ月の未就園児と保護者 1回目

10時から
2回目
11時から

7月13日(火) 7月14日（水） 7月14日（水）
赤ちゃん教室２（はいはい） 9カ月～1歳3カ月の未就園児と保護者 7月20日（火） 7月21日（水） 7月21日（水）
親子教室１（よちよち） 1歳4カ月～2歳未満の未就園児と保護者 7月16日（金）
親子教室２（のびのび） 2歳以上の未就園児と保護者 7月15日（木）

催　し　名 月　日 場　所 時　間 内　容

離乳食教室
～ステップ1～ 7月6日（火） ひまわりプラザ 10時～

11時30分

離乳食の基本編と離乳食相談
●対象　 生後4カ月～6カ月頃の乳児と保護者
●定員　10組
●持ち物　 食育支援ファイル（持っている人）、バスタオル
●申し込み　保健センターへ

離乳食教室
～ステップ2～ 8月5日（木） ひまわりプラザ 13時30分～

15時30分

離乳食の応用編と離乳食相談
●対象　 妊婦と2歳未満の子どもをもつ保護者
●定員　8人 ※託児あり。
●持ち物　 食育支援ファイル（持っている人）
●申し込み　 7月29日（木）までにひまわりプラザへ

乳幼児教室　　※要予約　●申し込み　参加希望の子育て支援センターへ

催　し　名 月　日 場　所 時　間 内　容

ひよこ相談
7月14日（水）、7月28日（水） ひまわりプラザ 10時～11時30分 身体計測、健康相談、離乳食相談、育児相談

●持ち物　母子健康手帳
●定員　8組　
●申し込み　各子育て支援センターへ

7月9日（金） 町民センター
9時30分～11時

7月19日（月） 海田児童館

どんぐり
相談 7月8日（木） 保健センター 14時～17時

子どもの成長、発達についての相談
●対象　幼児から小学生まで
●申し込み　保健センターへ
●相談員　安芸ソーシャルサポートの会
　　　　　野島 麻里さん

乳幼児の相談　　※要予約

海田幼稚園 ☎823-5635 7月７日（水）※要予約。
7月31日（土）10時30分～11時

海田みどり幼稚園  
☎822-4359

7月7日（水）10時45分～
11時30分 ※要予約30組まで。

東海田幼稚園 ☎822-7576 7月14日（水） 9時30分～11時

明光保育園 ☎823-0366 毎週水曜日 10時～11時
（乳児は10時45分まで）

龍洞保育園 ☎823-3354 毎週水曜日 10時～11時30分

町内の幼稚園・保育所・認定こども園の園庭開放 未就園児と保護者が園庭で遊べます。
小さくら保育所 ☎823-2079 毎週水曜日 10時～11時
海田保育園 ☎847-2235 毎週水曜日 10時～11時
さいわい保育園

☎821-1550
毎週水曜日
10時～11時30分

こうわ認定こども園海田 
☎821-2500

毎週木曜日
10時～11時30分

つくも保育所（新園庭）
☎824-1225（ひまわりプラザ）毎週金曜日 10時～11時
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●魅力づくり推進課（役場3階）
　☎823－9234　FAX.823－9203

素敵なことがいっぱいの海田町。
町に溢れる「ワクワク」を毎月皆さんにお届けします！

※新型コロナウイルス感染拡大防止により、イベントを中止する場合があります。

～江戸時代の主要道路、西国街道（役場の前の通り）かいわいを散策しませんか～

西国街道・海田市ガイドの会

宝くじ助成金を活用し備品を整備しました

●日　程　7月24日（土）
●集　合　9時にJR海田市駅北口
●申し込み　7月16日（金）まで

「西国街道・海田市めぐり」
旧千葉家住宅など西国街道沿いの歴史資源を回るコース

●日　程　7月17日（土）
●集　合　９時30分にJR海田市駅北口
●申し込み　7月9日（金）まで

「西国街道・東海田と瀬野川めぐり」
春日神社から瀬野川沿いに河川敷を通るコース

両コースとも
●行　程　約２時間30分　●参加費　100円（保険代、資料代）  ●定　員　先着10人
●申し込み　魅力づくり推進課へ（８時30分～17時15分 土・日曜日、祝日を除く）
　※５人以上の団体であれば、希望の日程でガイドができますので、相談してください。ガイド
マップは海田町ホームページから確認してください。　https://www.town.kaita.lg.jp

●魅力づくり推進課（役場3階）
　☎823－9234　FAX.823－9203

●魅力づくり推進課（役場3階）
　☎823－9234　FAX.823－9203

標高約346mの「日浦山」を、地域ボランティアの案内のもと登ってみよう！

●行　程　（登り）Ａルート（下り）Ｂルート　約２時間30分
●参加費　１人100円（当日支払）
●服　装　長袖・長ズボンなど山登りに適した運動着・靴、帽子、軍手
●持ち物　タオル、飲み物、保険証など
●申し込み　電話で魅力づくり推進課へ
　　　　　　（８時30分～17時15分 土・日曜日、祝日を除く）

●日程　7月10日（土）
●定員　20人（先着順）
●集合　９時にＪＲ海田市駅北口
●申し込み　7月2日（金）まで

希望する日時で相談してください。
●定員　20人　●集合　ＪＲ海田市駅北口
●申し込み　希望日の１週間前まで

ガイドの会のメンバーも
募集しています。

初心者も大歓迎です！

ガイドの会
メンバー募集中です

定期
ガイド

随時
ガイド

海田里山ガイドの会

　「大正町自治会」では、宝くじの社会貢献広報事
業である「コミュニティ助成事業」を活用して、盆踊
りおよび秋祭りに使用する祭り法破、提灯コード、
バーベキューコンロ、運搬用リヤカーなどを購入整備しました。購入備品は大正
町自治会館に保管しコミュニティ活動の推進に役立てます。

令和３年度 背高ひまわりフォトコンテスト
●魅力づくり推進課（役場3階）
　☎823－9234　FAX.823－9203　海田町の町花ひまわりのフォトコンテストを行います。どなたでも応募でき、

賞品もあります。皆さんからのたくさんの応募を待っています！

●募集内容　ひまわりを被写体にした写真。
●賞の種類　・最優秀賞、優秀賞
　　　　　　・特別賞（背高賞・町長賞・ひまわり賞
　　　　　　・ヒマ太賞）・参加賞（抽選で５０人）
●入賞発表　広報かいた１２月号で発表。
●応募方法　郵送、メール、インスタグラムいずれかの
　　　　　　方法で応募。
●募集要項、応募票
　海田町ホームページを確認してください。
　(https://www.town.kaita.lg.jp)
　また、役場にも設置しています。
●募集期間　７月１日（木）～９月１０日（金）17時（必着）
　※くわしい応募方法は募集要項を確認してくださ
い。

●応募先　魅力づくり推進課
　〒736-8601　海田町上市14-18
　メール：miryoku@town.kaita.lg.jp

昨年度最優秀賞作品
「ひまわりの子」

●海田町国際交流協会
　☎823-7611（FAX兼用）

　夏休み特別企画として、通学型で2日間外国人講師と一緒にゲームや体を動かしな
がら、英語が学べるプログラムを計画していましたが、新型コロナウイルス感染拡大防
止のため中止します。

『海田町２DAYSイングリッシュレッスン』の中止

町花ひまわりの種を無料で配ります
●魅力づくり推進課（役場3階）　☎823－9234　FAX.823－9203

　町花をPRするとともに、花で町中を明るくしようという事業の一環として行
います。自宅などでひまわりを育てて、町をひまわりでいっぱいにしましょう！
※なくなり次第終了となります。

●場所
海田町役場、海田総合公園、福祉センター、ひまわりプラザ、織田
幹雄スクエア、海田東公民館、シルバーセンター、保健センター、
ふるさと館、海田児童館、海田図書館、町民センター、広島安芸商
工会、町内郵便局

●時間
各施設の開設時間に準じます。
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●魅力づくり推進課（役場3階）
　☎823－9234　FAX.823－9203

素敵なことがいっぱいの海田町。
町に溢れる「ワクワク」を毎月皆さんにお届けします！

※新型コロナウイルス感染拡大防止により、イベントを中止する場合があります。

～江戸時代の主要道路、西国街道（役場の前の通り）かいわいを散策しませんか～

西国街道・海田市ガイドの会

宝くじ助成金を活用し備品を整備しました

●日　程　7月24日（土）
●集　合　9時にJR海田市駅北口
●申し込み　7月16日（金）まで

「西国街道・海田市めぐり」
旧千葉家住宅など西国街道沿いの歴史資源を回るコース

●日　程　7月17日（土）
●集　合　９時30分にJR海田市駅北口
●申し込み　7月9日（金）まで

「西国街道・東海田と瀬野川めぐり」
春日神社から瀬野川沿いに河川敷を通るコース

両コースとも
●行　程　約２時間30分　●参加費　100円（保険代、資料代）  ●定　員　先着10人
●申し込み　魅力づくり推進課へ（８時30分～17時15分 土・日曜日、祝日を除く）
　※５人以上の団体であれば、希望の日程でガイドができますので、相談してください。ガイド
マップは海田町ホームページから確認してください。　https://www.town.kaita.lg.jp

●魅力づくり推進課（役場3階）
　☎823－9234　FAX.823－9203

●魅力づくり推進課（役場3階）
　☎823－9234　FAX.823－9203

標高約346mの「日浦山」を、地域ボランティアの案内のもと登ってみよう！

●行　程　（登り）Ａルート（下り）Ｂルート　約２時間30分
●参加費　１人100円（当日支払）
●服　装　長袖・長ズボンなど山登りに適した運動着・靴、帽子、軍手
●持ち物　タオル、飲み物、保険証など
●申し込み　電話で魅力づくり推進課へ
　　　　　　（８時30分～17時15分 土・日曜日、祝日を除く）

●日程　7月10日（土）
●定員　20人（先着順）
●集合　９時にＪＲ海田市駅北口
●申し込み　7月2日（金）まで

希望する日時で相談してください。
●定員　20人　●集合　ＪＲ海田市駅北口
●申し込み　希望日の１週間前まで

ガイドの会のメンバーも
募集しています。

初心者も大歓迎です！

ガイドの会
メンバー募集中です

定期
ガイド

随時
ガイド

海田里山ガイドの会

　「大正町自治会」では、宝くじの社会貢献広報事
業である「コミュニティ助成事業」を活用して、盆踊
りおよび秋祭りに使用する祭り法破、提灯コード、
バーベキューコンロ、運搬用リヤカーなどを購入整備しました。購入備品は大正
町自治会館に保管しコミュニティ活動の推進に役立てます。

令和３年度 背高ひまわりフォトコンテスト
●魅力づくり推進課（役場3階）
　☎823－9234　FAX.823－9203　海田町の町花ひまわりのフォトコンテストを行います。どなたでも応募でき、

賞品もあります。皆さんからのたくさんの応募を待っています！

●募集内容　ひまわりを被写体にした写真。
●賞の種類　・最優秀賞、優秀賞
　　　　　　・特別賞（背高賞・町長賞・ひまわり賞
　　　　　　・ヒマ太賞）・参加賞（抽選で５０人）
●入賞発表　広報かいた１２月号で発表。
●応募方法　郵送、メール、インスタグラムいずれかの
　　　　　　方法で応募。
●募集要項、応募票
　海田町ホームページを確認してください。
　(https://www.town.kaita.lg.jp)
　また、役場にも設置しています。
●募集期間　７月１日（木）～９月１０日（金）17時（必着）
　※くわしい応募方法は募集要項を確認してくださ
い。

●応募先　魅力づくり推進課
　〒736-8601　海田町上市14-18
　メール：miryoku@town.kaita.lg.jp

昨年度最優秀賞作品
「ひまわりの子」

●海田町国際交流協会
　☎823-7611（FAX兼用）

　夏休み特別企画として、通学型で2日間外国人講師と一緒にゲームや体を動かしな
がら、英語が学べるプログラムを計画していましたが、新型コロナウイルス感染拡大防
止のため中止します。

『海田町２DAYSイングリッシュレッスン』の中止

町花ひまわりの種を無料で配ります
●魅力づくり推進課（役場3階）　☎823－9234　FAX.823－9203

　町花をPRするとともに、花で町中を明るくしようという事業の一環として行
います。自宅などでひまわりを育てて、町をひまわりでいっぱいにしましょう！
※なくなり次第終了となります。

●場所
海田町役場、海田総合公園、福祉センター、ひまわりプラザ、織田
幹雄スクエア、海田東公民館、シルバーセンター、保健センター、
ふるさと館、海田児童館、海田図書館、町民センター、広島安芸商
工会、町内郵便局

●時間
各施設の開設時間に準じます。
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介護保険施設などの食費・居住費の軽減申請03
●長寿保険課（役場1階）　 823-9609　FAX.823-9627

介護保険で施設入所もしくは短期入所を利用している、非課税世帯で一定の
要件を満たす人は、食費と居住費が軽減されます。
現在、軽減を受けている人は、役場から郵送される更新申請のお知らせを確

認してください。今後、軽減を受けることを検討されている人は、長寿保険課へ
問い合わせてください。

後期高齢者医療制度 ～新しい被保険者証を郵送します～01
●長寿保険課（役場1階）　 823-9609　FAX.823-9627

新しい後期高齢者医療被保険者証（水色）を７月下旬に郵送しま
す。現在持っている被保険者証（紫色）の有効期限は、７月３１日（土）
です。８月１日（日）以降に病院に行く時には、新しい被保険者証を提
示してください。
古い被保険者証は自分で破棄するか、長寿保険課に返却してくだ

さい。
８月に入っても被保険者証が届かない場合は、長寿保険課へ問い

合わせてください。

後期高齢者医療制度
外来および入院時の一部負担金・食事代の標準負担額の減額認定の申請

02

●長寿保険課（役場1階）　 823-9609　FAX.823-9627

後期高齢者医療制度に加入する町民税非課税世帯の人は、病院などの窓口に「後期高齢者医
療限度額適用・標準負担額減額認定証」（緑色）を提示することにより、１病院ごとの同じ月内の
窓口負担が軽くなり、入院時の食事代なども減額されます。
また、課税所得が１４５万円以上６９０万円未満の人およびその同一世帯の人は、病院などの窓口

に「後期高齢者医療限度額適用認定証」（灰色）を提示することにより、１病院ごとの同じ月内の窓
口負担を一定額までに抑えることができます。
持っていない人は、申請することができます。くわしくは長寿保

険課へ。
※これまでに後期高齢者医療制度において減額認定の申請を

したことのある人は、申請の必要はありません。新しい認定証は
被保険者証とあわせて郵送します。

申請に必要なもの
後期高齢者医療被保険者証
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見守りシールを
貼っている人を見つけたときは

認知症高齢者の見守りシール
～「保護情報共有サービス（どこシル伝言板）」を導入します～

04

●長寿保険課（役場1階）　 823-9609　FAX.823-9627

介護保険負担割合証を送付します05
●長寿保険課（役場1階）　 823-9609　FAX.823-9627

認知症高齢者が行方不明になっても早期発見・保護できるよう、見守りシールを導入します。

新しい介護保険負担割合証を７月下旬に
郵送します。現在、お持ちの負担割合証の
有効期限は、７月３１日（土）となっています。
８月１日（日）以降に介護（予防）サービスを
利用する場合には、新しい負担割合証を提
示してください。
古い負担割合証は長寿保険課に返却す

るか、ご自身で破棄してください。
くわしくは、長寿保険課へ問い合わせてく

ださい。

見守りシール

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見守りシールとは
　QRコード付きのシールです。
　服・帽子・かばん・杖などにシールを貼
り付け、認知症高齢者が行方不明になった
場合、発見者がQRコードを読み取ると保護
者に連絡を取ることができます。

対象者
　海田町在住で徘徊のおそれがある人

③保護者に引き渡し（最寄りの警察署に連絡）

②伝言板サイトに発見場所などを入力

①見守りシールのQRコードを読み取る

利用料無料

2021.7.1 15



土砂災害に強いまちを目指します！
～建築物土砂災害対策改修補助制度～

06

●建設課（役場2階）　 823-9209　FAX.823-9203

大雨や長雨により地盤が緩み、土砂災害が頻繁に引き起こされる中、平成30年7月豪雨災害では、町内でも土石流
などにより甚大な家屋被害が発生しました。
町内全域で土砂災害警戒区域などが指定されたことを受け、海田町では土砂災害に強いまちづくりを目指すため、

町民の皆さんが行う土砂災害対策改修に要する費用の一部を補助します。

次のすべてを満たす建物が補助対象です
・ 土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）の指定の前か
ら区域内にある住宅・建築物

・ 土砂災害に対する建築基準法上の構造方法を満足し
ないもの

・土砂災害対策改修の結果、安全な構造となるもの

次のすべてを満たす人が申請できます
・補助対象となる住宅または建築物の所有者
・町税などを滞納していない人

次の金額を補助します
・ 改修に要する費用の23%（上限額75万9千円、千円
未満切り捨て）

申し込み
　9月30日（木）までの期間に、申請書
を建設課へ提出してください。
　くわしくは海田町ホームページを確
認してください。

補助対象となる工事は、次のとおりです。（部分的でな
い工事に限る）
　・道路舗装の新設または補修工事 　
　・道路排水施設の新設工事 　
　・交通安全施設の新設または補修工事 　　　
　　 ただし、申請者において海田町内に本店、支店また

は事業所を有する法人と契約し、施工するもの

補助対象となる私道は、次のとおりです。 　
　・常時一般の交通の用に供していること。 　
　・家屋が連たんしていること。 　
　・幅員が1.8ｍ以上であること。 　
　・築造されて５年以上が経過していること。 　

　・次のいずれかに該当していること。 　
　　①私道の両端が公道に接しているもの 　
　　② 私道の一端が公道に、もう一端が幅員1.8ｍ以

上の私道に接しているもの 　
　　③ 私道の一端が公道、もう一端が公共施設（学校、

公園など）に接しているもの 　
　　④ 私道の一端が公道へ通じる袋状道路で、道路利

用世帯が５世帯以上であるもの

申し込み
　事前に建設課（役場２階）に相談してください。
　補助金額などくわしくは海田町ホームページを確認
してください。

土砂災害対策改修の例

例）　建築物改修による土砂災害対策例）　塀による土砂災害対策

私道整備事業補助制度07
●建設課（役場2階）　 823-9209　FAX.823-9203

生活環境の向上と交通安全を確保するため、一定の要件を満たす私道について、整備にかかる費用の一部を補助
します。

〈 土砂災害に対して構造耐力 〉上安全性のない建築物

改修
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国民健康保険税の納税通知書を送付します

離婚を考えている人・ひとり親家庭など対象の相談会・講座

08

09

●税務課（役場1階）　 823-9204　FAX.823-9627

●こども課（役場1階） 823-9227 FAX.823-9627

令和３年度国民健康保険税の納税通知書・納付書（第１期～第８期分）を７月中旬に世帯主へ送付します。（口座振
替の人には、納税通知書のみ送付します）

くわしい情報や申し込みは、広島県ひとり親家庭サポートセンターへ。
予約が必要です。定員があるので、お早めに予約してください。（いずれも無料）
広島県ひとり親家庭サポートセンター　TEL227-2377（FAX兼用）

※特定同一世帯所属者…国保から後期高齢者医療制度へ移行後も、継続して同じ世帯にいる人。
※ 給与所得者等…納税義務者とその世帯の国保加入者および特定同一世帯所属者のうち、給与等の収入が５５万円
を超える人および公的年金等の収入が６５歳未満であれば６０万円を、６５歳以上であれば１２５万円を超える人。

※ 給与所得者等の数による軽減判定所得算出方法の加算部分は、給与所得者等の数が２以上の場合に限り適用し
ます。

●令和３年度の税率など
医療給付費分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分

所得割 6.04％ 2.22％ 1.76％

資産割 5.43％ 2.18％ 2.38％

均等割 26,000円 9,500円 9,400円

平等割 17,700円 6,500円 4,600円

限度額（上限） 63万円 19万円 17万円

●均等割・平等割の軽減判定所得算出方法
７割軽減 43万円＋（(給与所得者等の数－１)×10万円）以下

５割軽減 43万円＋（(給与所得者等の数－１)×10万円）＋(国保加入者数＋特定同
一世帯所属者数)×28.5万円 以下

２割軽減 43万円＋（(給与所得者等の数－１)×10万円）＋(国保加入者数＋特定同
一世帯所属者数)×52万円 以下

平成30年度から広島県と県内市町
が共同で国民健康保険を運営してい
ます。令和6年度の保険料準統一化
に向け、税率は毎年改正されます。所
得額や固定資産税額が例年と同じで
も、納める保険税額が変わる場合が
あります。

就職・転職のための個別相談会

　就職や転職にあたり、適性、資
格取得、履歴書の書き方など、相
談に応じます。求人紹介状の交
付も可能です。
●日時　 8月18日（水）
　　　　13時30分～16時
　　　　（1人約1時間）
●場所　 織田幹雄スクエア 201

学習室

ひとり親家庭のための
弁護士巡回相談会

　弁護士・養育費専門相談員が
相談に応じます。また、これから
離婚を考えている人の相談も受
け付けます。
●日時　 8月22日（日）10時～
　　　　12時15分（1人45分）
●場所　 織田幹雄スクエア
　　　　201学習室

離婚前後親支援講座（託児あり）

　離婚前後の心配事や子どもの
不安を少しでも取り除くために何
ができるか一緒に考えてみませ
んか。
●日時　8月22日（日）
　　　　13時30分～
　　　　16時30分
●場所　 織田幹雄スクエア
　　　　304・305学習室

均等割および平等割の軽
減判定所得算出方法も変
更となっています。

2021.7.1 17



新型コロナウイルスワクチン接種
●新型コロナワクチン接種対策班　 824-2323　FAX.823-0020

新型コロナウイルスワクチンの接種は、接種日において12歳以上の人が対象です。
次の皆さんへのワクチン接種について、順次案内します。（年齢は令和４年３月３１日時点）

・60～64歳の者　　　・基礎疾患を有する者
・高齢者施設などの従事者（居宅サービス・訪問系サービス事業所などの従事者を含む）
・保育所、認定こども園、幼稚園、学校職員、児童クラブなどの従事者

接種券の送付について
ワクチン接種の予約をするためには接種券が必要となります。次の必要書類を提出後、海田町から接種券を送付します。
ただし、60歳～64歳の人は、6月中旬に接種券を送付しているので、書類の提出は不要です。

　①必要書類
　基礎疾患を有する人
　　「新型コロナワクチン接種券送付申出書」

優先接種者に該当する基礎疾患一覧
1 慢性の呼吸器の病気
2 慢性の心臓病（高血圧を含む）
3 慢性の腎臓病
4 慢性の肝臓病（肝硬変など）
5 インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病
6 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）
7 免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む）
8 ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
9 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害など）
10 染色体異常
11 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
12 睡眠時無呼吸症候群

13 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を持っている、または自立支援医療（精
神通院に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合）

14 基準（ＢＭI　30以上）を満たす肥満の人
※上記1～4に該当する疾患により身体障害者手帳を所持している人および13に該当する人は申し出の必要ありません。
（6月7日時点）

　高齢者施設などの従事者
　保育所、認定こども園、幼稚園、学校職員、児童クラブなどの従事者
勤務先が町内の人→特に手続きは必要ありません
 勤務先が町外の人→海田町ホームページから証明書をダウンロードし、勤務先で必要事項を記入した上で提出してくだ
さい。

②書類の入手方法
　・海田町ホームページからダウンロードしてください。
　　https://www.town.kaita.lg.jp/
　・海田町新型コロナワクチン接種コールセンター（824-2323）に連絡した場合、
　　書類を郵送します。
　・海田町役場、町内公共施設で配布しています。
③提出方法
　新型コロナワクチン接種対策班
　郵送　　〒736-0066　広島県安芸郡海田町中店８-３３
　メール　covid19-v-pt@town.kaita.lg.jp
　ＦＡＸ　　８２３-００２０　（電話での受け付け不可）

今後の集団接種予定
　広報かいたや海田町ホームページ
でも随時お知らせします。
　海田町公式ＬＩＮＥの友達登録をする
と、情報更新の通知をＬＩＮＥで受け取
ることができるのでお勧めです。
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新型コロナウイルス感染拡大防止により、広報かいた7月号
掲載イベントなどが中止となる場合がありま
す。最新の情報は海田町ホームページを確認し
てください。また、各イベント・講座に参加する
場合、マスクを着用してください。

ももたろうくんのおはなし会
月日 7月10日（土） 7月24日（土）

図書館

絵本の読み聞かせ
テーマ「最近のできごと」

絵本の読み聞かせ
テーマ「魚」

場所
時間
費用
対象

内容

11時から
無料（自由参加）
幼児～低学年

赤ちゃんのためのおはなし会　ももちゃんくらぶ
月日 7月2日（金） 7月16日（金） 8月6日（金）

図書館 ひまわりプラザ 図書館

絵本の読み聞かせ
手あそびなど

場所
時間
費用
対象

内容

10時30分から
無料（自由参加）
0～3歳児

図書館からのお知らせイベント

　7月の読書のテーマは「日本の景色」です。
今月は日本全国の地域・地形・
風土にまつわる本を展示して
います。
　5月23日に亡くなった「はら
ぺこあおむし」の作者エリック・
カールさんを追悼して、絵本の
展示を幼児・児童コーナーで行
います。
●図書館休館日　7月の休館日は次のとおりです。
毎週月曜日（祝日などの場合翌日)
7月30日（金）（図書整理日）

　 図書館
☎823ｰ3215　FAX.824ｰ3315
問

旧千葉家住宅　今月の一般公開日イベント

　座敷棟・庭園、角屋を公開します。
●日時　7月9日（金）～１2日（月）１０時～１６時

7月23日（金・祝）～２6日（月）１０時～１６時
●場所　旧千葉家住宅
●料金　無料（事前申し込みは必要ありません。織田幹雄
スクエア側入口から入場してください）
今月の催し　「こけ玉づくり」
●日時　7月24日（土）10時～12時
●場所　角屋周辺
●講師　田川 房雄さん
●対象　どなたでも
●料金　500円
●申し込み　7月5日（月）から電話または
窓口で申し込んでください。

　 織田幹雄スクエア
☎822ｰ7373　FAX.824ｰ1125
問

子供講座「漂流物アートを作って飾ろう！」
　海の漂流物を使って作品を作ろう！
●日時　7月27日（火）13時～15時
●場所　図書館　2階学習情報室
●講師　戸川 幸一郎さん
●対象　小学生
●定員　10人（先着順）
●持ち物　手ふきタオル
●参加費　無料
●申し込み　7月6日（火）9時30分から保護者の人が電話
または窓口で申し込んでください。

子供講座　「楽しい数字の歌の絵を描こう！」
　自分の好きな数字を絵と歌で表現してみよう！
●日時　8月7日（土）13時～15時
●場所　図書館　2階学習情報室
●講師　三桝 正典さん（広島女学院大学教授）
●対象　小学生
●定員　10人（先着順）
●持ち物　手ふきタオル
●参加費　無料
●申込　7月13日（火）9時30分から保護者の人が電話ま
たは窓口で申し込んでください。

一緒にニュースポーツを
楽しもう！イベント

　ニュースポーツはルールが簡単で、みんなで楽しむこと
ができるスポーツです。
●日時　７月から特定の土曜日の10時～12時（初回：７月２4
日（土））※講座の開催日は、申し込み時にお知らせします。
●場所　海田小学校体育館
●対象　小学３～６年生
●定員　２０人程度
●種目　ソフトバレーボール、ペタンク、ラダーゲッターなど
　※その他の種目も行う予定です。
●参加費　１，０００円
●服装・持ち物　動きやすい服装、屋内シューズ、水分補給
ができるもの

●申し込み　７月１4日（水）
までに、参加費を添えて
海田町教育委員会事務
局生涯学習課へ

　 生涯学習課
☎823ｰ9217　FAX.823ｰ9256
問
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インフォメーション

第１回織田幹雄書道展巡回展
（ふるさと館）イベント

　織田幹雄スクエアで開催した第１回織田幹雄書道展をふ
るさと館でも行います。入賞作品を次の期間、ふるさと館の
１階研修室で展示します。この機会にぜひご覧ください。
　また８月には海田東公民館でも展示する予定です。
●展示期間　７月２１日（水）～８月１日（日）
●場所　ふるさと館１階研修室

　 生涯学習課
☎823ｰ9217　FAX.823ｰ9256
問

ひまわりフェスティバルイベント

　毎年恒例のひまわり祭りです。町花のひまわりをたくさん
咲かせて行います。管理棟横の花壇ではソーメン流し、せせ
らぎ広場ではスプリンクラーのひんやり体験など、ひまわり
が満開に咲いた様子を見ながら、楽しんでください。
　くわしくは海田総合公園ホームページへ。
●日時　7月２５日（日）
●場所　海田総合公園
　管理棟横花壇
　せせらぎ広場
●参加費　ソーメン流し
のみ有料

　 海田総合公園
☎824ｰ2433　FAX.824ｰ2434
問

企画展「東京オリンピック1964展」イベント

　織田幹雄さんが陸上競技日本代表総監督をつとめた、
1964年オリンピック東京大会に関する資料を展示します。
●日時　７月３日（土）～９月２６日（日）9時～17時
●場所　織田幹雄記念館
●料金　無料
※織田幹雄記念館は展示替えのた
め、7月2日（金）は休館します。

　 織田幹雄スクエア
☎822ｰ7373　FAX.824ｰ1125
問

▶オリンピック東京大会
　監督章（1964）

パソコン初心者無料相談会イベント

　使い方がよくわからない、ワード・エクセル・パワーポイン
トの基本的な操作など、パソコンに関する相談をシルバー
人材センター会員が受け付けます。
●日時　７月３０日（金）１３時３０分～１５時３０分
●場所　シルバープラザ　２階会議室
●講師　シルバー人材センター会員
●定員　８人（1人あたり１時間。同時参加は４人まで）
●その他　ＯＳはウィンドウズのみ。対象パソコンを持って
きてください（パソコンのない人も１人可能です）。申し込
み時に相談内容を簡単に教えてください。インターネット
回線は使用できません。
●申し込み　７月１２日（月）
までにシルバー人材セン
ターへ

　 シルバー人材センター
☎８２３ー２７３３　FAX.822ｰ5512
問

令和３年度盆踊り大会は中止しますイベント

　海田小学校区自治会連合会主催の令和３年度の盆踊り
大会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止しま
す。

　 海田小学校区自治会連合会（住民活動センター）
☎８２３ー９２２５（FAX兼用）
問

海田町手話奉仕員養成（基礎）講座イベント

　手話の技術向上と、耳の障がいを理解する手話奉仕員の
養成を目的とした講座です。
●日時　７月１２日から毎週月曜日（祝日・年末年始除く）
　（全22回）　10時～12時
●場所　福祉センター
●対象　手話奉仕員養成講座（入門課程）を修了した人ま
たは、手話経験約１年以上の人
●講師　広島県ろうあ連盟
●定員　10～15人
　（先着順）
●参加費　３，３００円
（テキスト代）

　 海田町社会福祉協議会
☎８２０ー０２９４　FAX.８２０ー０２９３
問
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問

平成３０年７月豪雨災害に係る
追悼献花台の設置イベント

平成３０年７月豪雨災害に係る追悼献花台
　平成３０年７月豪雨災害から３年を迎えるにあたり、災害
により犠牲となった全ての方々に哀悼の誠を捧げ、災害か
らの復旧復興への誓いを新たにするため、献花台を設置し
ます。
●日時　７月６日（火）１０時～１５時
●場所　町民センター
●その他　献花台を設置している時間内は、海田町でお花
を用意します。（数に限りがあります）
災害写真パネル展示
　平成３０年７月豪雨災害写真パネルを展示
します。
●日時　７月６日（火）～８月３１日（火）
●場所　町民センター、ひまわりプラザ、海田東公民館、織
田幹雄スクエア、図書館、ふるさと館、海田町役場（各施
設を１週間ごとに巡回展示）

　 防災課（役場２階）
☎８２３ー９２０８　FAX.８２３ー 9203

　入会説明会を開催します。
●日時　7月13日（火）、27日（火）13時30分から
●場所　シルバープラザ
●入会資格　町内に在住で60歳以上の健康で働く意欲の
ある人
●業務内容　施設管理・一般企業清掃・機械除草・せん定・
自動車運転・水道検針・介護ヘルパー・育児支援（看護師
または保育士を含む）　など

シルバー人材センター会員募集募　集

　 シルバー人材センター
☎823ｰ2733　FAX.822ｰ5512
問

　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、約３０
０の幅広い授業科目があり、１科目から学ぶことができます。
　全国に学習センターが設置されており、サークル活動な
どの学生の交流も行われています。
●出願期間　６月１０日（木）～９月１４日（火）
　資料を無料で差し上げています。放送大学広島学習セ
ンターへ請求してください。
●申し込み　出願票を作成し、出願します。郵送、インター
ネットで受け付けています。くわしくは、放送大学広島学
習センターへ。

放送大学２０２１年１０月入学生を
募集しています募　集

　 放送大学広島学習センター
☎（082）247ｰ4030　FAX.（082）247ｰ4461
問

問

サクラガーデン
「ひまわりコンサート」イベント

●日時　7月18日（日）13時30分～15時
●場所　ふるさと館1階研修室
●出演　海田鼓童、WADAIKO凜華、
　オカリナ&パーカッションなど

　 サクラガーデン　長谷川
☎090ｰ3880ｰ2247

問

レザークラフト教室イベント

　レザークラフトの「基本」を学びながらオリジナルキー
ホルダーを作ってみませんか。
●日時　７月31日（土）10時～12時
●場所　織田幹雄スクエア
●対象　中学生以上（小学生は保護者同伴なら可）
●定員　１０人
●持参物　マスク
●料金　５００円
●申し込み　７月５日（月）から
電話または窓口で申し込ん
でください。（先着順）

　 織田幹雄スクエア
☎822ｰ7373　FAX.824ｰ1125

高齢者向け講座「寿大学」、
「縁寿サークル」募　集

　 織田幹雄スクエア
☎822ｰ7373　FAX.824ｰ1125
問

　 海田東公民館
☎823ｰ2711　FAX.824ｰ2311
問

　寿大学（織田幹雄スクエア）、縁寿サークル（海田東公民
館）の講座生を募集しています。
　共に集い、学び、遊びながら充実した時間を過ごしましょう。
●対象　おおむね60歳以上
●活動　講演会・レクリエーションなど
●年会費　１，５００円（申し込み時）
●申し込み　年会費を添えて、織田幹雄スクエアまたは海
田東公民館まで

　（随時（日曜日・祝日を除く９時～１７時１５分）受け付け）



広報かいた22

インフォメーションインフォメーション

お
知
ら
せ

福
祉
・
介
護

健　
康

募　
集

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

　海田町内で撮影された自然風景やスポットのフォトコン
テストを行います。だれでも応募でき、賞品もあります。ぜ
ひ、応募お待ちしています！
●応募方法　郵送、メール、インスタグラム　いずれかの
方法で応募

●応募締め切り　令和4年1月31日（月）
17時（必着）

　くわしい応募方法は、海田町ホーム
ページを確認してください。
　(https://www.town.kaita.lg.jp)
●応募　魅力づくり推進課
　〒736-8601　海田町上市14-18
　メール：miryoku@town.kaita.lg.jp

令和３年度海田町
魅力フォトコンテスト募　集

不妊治療費の助成内容を拡充します健　康

　令和３年１月１日以降の治療終了分から、対象条件が緩
和されています。変更点は次のとおりです。
1 所得制限はありません
2 助成回数について、生涯回数カウントから子ども１子ご
との回数カウントに変更します
3 事実婚関係の夫婦も対象となります
※3 のみ、不妊検査・一般不妊治療費助成についても適
用します。くわしくは、海田町ホームページを確認してく
ださい。

　 保健センター
☎823ｰ4418　FAX.823ｰ0020
問

保健行事健　康

　子育て関係の事業の案内
は10、１１ページを確認して
ください。
●場所　保健センター

　 保健センター
☎823ｰ4418　FAX.823ｰ0020
問

ひまわり栄養相談
（個別栄養相談）

内容
管理栄養士が食生活についてのアドバイスを行っていま
す。（電話可）

月日
月～金曜日（祝日除く）

時間
9時～16時

さくらの会
（精神障害者家族の会）

内容
家族の抱える悩み、思いについて話し合う会です。
参加を希望する人は保健センターまで連絡してください。

月日
8月16日（月）

時間
13時30分～15時

こころの相談室
（精神保健福祉相談）

内容
心の不安、思春期の悩みなどの相談に応じます。対象：本
人または家族など
申し込み＝7月7日（水）までに保健センターへ（電話可）
相談員:精神保健福祉士　三宅 克己さん

月日
7月13日（火）

時間
13時30分～15時30分

健康相談健　康

　保健師による個別健康相談、血圧測定、検尿　
●日程　7月13日（火) 
　１３時３０分～1４時３０分
●費用　無料（申し込み不要）
●対象　40歳以上

　 福祉センター
☎８２３ー７５００　FAX.８２３ー１４１１
問

　 長寿保険課（役場1階）
☎823ｰ9609　FAX.823ｰ9627
問

　認知症の人やその家族がゆったりと過ごしたり、必要な
情報を集めたりすることを目的とした認知症カフェが町内２
カ所で行われます。新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、事前の予約などが必要な場合があります。興味がある
人は必ず主催者に確認してください。
①海田町オレンジライン
●日時　７月１０日（土）１３時３０分～１５時３０分
●場所　ふるさと館（畝二丁目１０－２０）
●問い合わせ　原本 明美さん（０９０-８２４２-０６３９）
②認知症カフェ花みずき
●日時　７月２８日（水）
　１３時３０分～１４時３０分
●場所および問い合わせ
　特別養護老人ホーム花みずき
　（大立町６-４）
　☎８２１-０２０１

認知症カフェ福　祉
介　護

☎823ｰ4418　FAX.823ｰ0020

　 魅力づくり推進課（役場3階）
☎823ｰ9234　FAX.823ｰ9203
問
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国民年金保険料の免除・猶予制度お知らせ

　 広島南年金事務所
☎253ｰ7710
問

　 住民課（役場1階）
☎823ｰ9206　FAX.823ｰ9627
問

　国民年金保険料は毎月納付する必要がありますが、経済
的な理由で保険料の納付が困難な場合に本人の申請に

国民健康保険の保険証を更新しますお知らせ

　 住民課（役場1階）
☎８２３ー９２０６　FAX.８２３ー９６２７
問

　現在使っている国民健康保険被保険者証または国民健
康保険被保険者証兼高齢受給者証の有効期限は、７月３１
日（土）で満了となるため、７月下旬に新しい「紫色」の保険
証を送付します。
～限度額適用認定証を持っている皆さんへ～
　限度額適用認定証は、毎年７月３１日（土）が有効期限と
なっています。
すでに持っている人で８月１日（日）以降も引き続き必要な人
は、再度、住民課へ申請してください。対象者には７月上旬
に更新の案内を送付します。
※７０歳以上７５歳未満の人で、負担区分が「現役並み所得
者Ⅲ（３割負担）」「一般（２割負担）」の人は、被保険者証兼高
齢受給者証で区分を確認できるため、限度額適用認定証は
必要ありません。

よって保険料納付が免除・猶予される制度があります。
免除制度（全額免除・一部免除）
　本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定額以下
の場合に、保険料納付が全額または一部免除されます。
※一部免除は、減額された保険料を納付しないと未納期間
となりますので注意してください。
納付猶予制度
　５０歳未満の人で、本人・配偶者それぞれの前年所得が一
定額以下の場合に、保険料納付が猶予されます。
※学生の人は「学生納付特例制度」を利用してください。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う免除について
　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、
所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として
本人申告の所得見込額に基づき審査し、それぞれの基準に
該当する場合は免除が適用されます。
●令和３年度の免除・猶予申請受付開始　令和３年７月
●審査の対象となる期間　令和３年７月分～令和４年６月分
　※令和３年度以前の期間についても、申請月の２年1ヵ月
前の月分までさかのぼって免除・猶予を申請できます。
●申請方法　住民課または広島南年金事務所に申請書類
を提出
　※申請用紙などは、日本年金機構のホームページからダ
ウンロードできます。
●申請に必要なもの　年金手帳またはマイナンバー（通知）
カード・本人確認書類・その他
（失業理由の申請の場合：雇用保
険被保険者離職票や雇用保険
受給資格者証など、新型コロナ
ウイルス感染症の影響に伴う申
請の場合：所得の申立書）

海田東公民館
証明書発行コーナー開設中お知らせ

　 住民課（役場1階）
☎823ｰ9205　FAX.823ｰ9627
●開設日時　毎週月～金曜日（祝日、年末年始を除く）8時
30分～17時15分
　※開館は9時からです。（証明書発行のみ8時30分から）
●業務内容　住民票、戸籍関係証明
書、印鑑証明書、税の証明書の発行

問

今月の住民課窓口休日開庁日お知らせ

　 住民課（役場1階）
☎823ｰ9205　FAX.823ｰ9627
●今月の休日開庁日　　7月10日（土）
●開庁時間　8時30分～17時15分
●業務内容　住民票、戸籍関係証明書の発行、印鑑登録お
よび証明書の発行、旅券（パスポート）の交付の申請およ
び交付（受領証持参）、住民票の異動（転入・転出など）の
受け付け、マイナンバーカードの申請受付・交付
※転入・転出、転居に伴うその他の手続き（健康保険など）
はできません。
※旅券の申請は、一部受付ができない場合があります。（住
民票が海田町にない人の申請など）
※印鑑登録は、写真付身分証明書（運転免許証など）を持参
できない場合、即日登録はできません。

マイナンバーカード交付臨時窓口の開設について
　マイナンバーカード（個人番号カード）の交付に係る臨時
窓口を毎月毎週木曜日（祝日を除く）に開設します。
●今月の臨時窓口　7月1日（木）、8日（木）、15日（木）、
　29日（木）、17時15分～19時

7月のみ第3土曜日もマイナンバーカード
交付臨時窓口を開設します。
●日時　7月17日（土）8時30分～12時30分

●場所　住民課
※マイナンバーカードの交付事務以外の業務は行いません。

問
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ふるさと納税として

金一封
東京都葛飾区　　栗原　和泉

防災のため
金一封

チャレンジフェスタ実行委員会・
チャレンジフェスタ出店者一同

　
金一封

広島県広島市
広島市防災士ネットワーク

今年のサマージャンボ宝くじは、１等・前後賞合わせて
７億円（１等５億円、前後賞各１億円）！お知らせ

　 公益財団法人広島県市町村振興協会
☎２２３ー６５４５
　同時発売のサマージャンボミニは、１等・前後賞合わせて
５，０００万円（１等３，０００万円、前後賞各１，０００万円）！
　この宝くじの収益金は、市町の明るく住みよいまちづくり
に使われます。お近くの宝くじ売り場でお買い求めください。
●発売期間　７月１３日（火）～８月１３日（金）
●価格　１枚３００円
●抽選日　８月２５日（水）

問

重度の精神障害のある人への
医療費助成が拡大されますお知らせ

　 社会福祉課（役場1階）
☎823ｰ9207　FAX.823ｰ9627
　精神通院医療費のほかに一般科通院医療費も助成の対
象になります。対象となる可能性のある人には６月中に申請
書類を送付しています。まだ申請していない人や、申請書が
届いていない人は社会福祉課へ問い合わせてください。
※入院は除きます。
※所得制限など認定要件があります。
●対象　次の要件すべてにあてはまる人

①　精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受け
　　ている人
②　自立支援医療受給者証（精神通院）の交付を
　　受けている人
③　本人、配偶者、扶養義務者の所得が制限額を
　　超えていない人
④　生活保護を受けていない、または被爆者健康
　　手帳の交付を受けていない人

問

重度心身障害者
ひとり親家庭等 医療費支給制度お知らせ

　 【重度心身障害者医療費】　社会福祉課
☎823ｰ9207　FAX.823ｰ9627
問

　 【ひとり親家庭等医療費】　こども課
☎823ｰ9227　FAX.823ｰ9627
問

●制度の内容
【重度心身障害者医療費】
重度心身障害者（児）に対して医療費の自己負担分を助成
します。無料で診療が受けられます。
【ひとり親家庭等医療費】
ひとり親家庭などの世帯員に対して医療費の自己負担分の
一部を助成します。一部負担金500円。
※ただし、いずれも県外などで受診した場合は、自己負担
分を支払い、後日所定の用紙により海田町に請求する必要
があります。また、保険給付の行われないものについては対
象となりません。
●資格要件
【重度心身障害者医療費】
・ 身体障害者手帳の1～3級の交付を受けている人
・療育手帳Ⓐ、A、Ⓑの交付を受けている人
（65歳以上の人が重度心身障害者医療費の助成を受ける
ためには、後期高齢者医療保険への加入が必要です）
【ひとり親家庭等医療費】
平成15年4月2日以降に生まれた児童を養育している、ひ
とり親家庭の父または母とその児童
※いずれも所得制限があります。
●受給者証の更新について
現在持っている医療費の受給者証の有効期限は7月31日
までです。8月1日以降も引き続き医療費助成を受けるため
には、更新手続きが必要です。対象者には6月中に更新申

海田町財政状況レポート「町債残高の
現状と今後の償還計画」についてお知らせ

　 財政課（役場３階）
☎823ｰ9201　FAX.823ｰ9203
　持続的な財政運営に向けて、財政状況に大きく作用する
町債残高および公債費に焦点を当てて、経営分析を行うた
め、海田町財政状況レポート「町債残高の現状と今後の償
還計画」を作成し、公表しました。
　くわしくは海田町ホームページ＞町政情報＞財政＞海田
町財政状況レポートから確認できます。

問

請書を送付しています。

・新たに資格要件に該当すると思われる
人は、担当課へ問い合わせてください。
・海田町ホームページでも確認できます。



広報かいた2021.7.1 25

̪ᐔᚑ��ᐕ�
⽕㔎ἴኂ⟵េ㊄
�ᐕ�

⽕㔎ἴኂ⟵េ㊄
お預かりした義援金は、日本赤十字社を
通じて被災地支援に使われます。

●社会福祉課（役場1階） ☎823ｰ9207 
●海田町社会福祉協議会 ☎820ｰ0294

●受け付け
海田町役場、海田町社会福祉協議会（福祉センター内）
　8時30分～17時（月～金曜日）※祝日は除く。
各公民館
　8時30分～17時（月～土曜日）※祝日は除く。
図書館
　9時30分～19時（火～金曜日）
　9時30分～17時（土・日曜日、祝日）
ひまわりプラザ
　9時～17時（月～土曜日）※祝日は除く。
●主な義援金総額 (6月9日までの累計)
平成30年7月豪雨災害義援金 1,938,857円 
令和2年7月豪雨災害義援金 138,726円 
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介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収) 長寿保険課（役場1階） 
保育料、副食費(公立分のみ) こども課（役場1階） 

町営住宅(駐車場)使用料、高架下駐車場使用料 都市整備課（役場2階）
水道料金(下水道使用料を含む)、下水道事業受益者負担金、水洗便所設備資金貸付償還金 上下水道課（役場2階） 

☎823-9609 
☎823-9227 
☎823-9634 
☎823-9214 

安心・便利・確実な口座振替を！

情報公開制度・個人情報保護制度

海田町では、町税などの納付に口座振替を推進しています。
口座振替にすれば、わざわざ役場や金融機関に出向かなくても、自動的にあなたの口座から引き落とされます。うっかり納め
忘れる心配もありません。一度申し込むと、翌年度以降も引き落としを継続します。ぜひ利用してください。

口座振替できる町税など 担当課 
個人の町県民税(普通徴収)、固定資産税、
軽自動車税、 国民健康保険税(普通徴収) 

税務課 収税対策室
（役場1階） 

電話番号 

☎823-9226 

情報公開制度
町内居住者などの
請求により、不開
示情報を除く町の
保有する行政文書
の開示をします。

選挙管理委員
会、監査委員、固定
資産評価審査委員
会および水道事業
については、開示
請求がありません
でした。

総務課（役場2階） ☎８２３-９２０２
FAX.８２３－９２０３

町長部局
議会

教育委員会

実施機関

１８３
６
7

対象
文書

１７２
６
0

開示

７
0 
6

部分
開示

１
0 
0

不開示

０
0 
0

存否応答
拒否

３
0 
１

文書
不存在

０
0 
0

取下げ

令和２年度の開示の状況　令和２年４月１日～令和３年３月３１日

個人情報保護制度
請求により、不開
示情報を除く町が
保有する自己を本
人とする個人情報
の開示をします。

教育委員会以外
の実施機関につい
ては、開示請求が
ありませんでした。教育委員会

実施機関

５

対象
文書

０

開示

５

部分
開示

０

不開示

０

存否応答
拒否

０

文書
不存在

０

取下げ

令和２年度の開示の状況　令和２年４月１日～令和３年３月３１日
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令和3年度の重点取り組み③　～「夢と志を持ち、挑戦する」児童生徒の育成～
　５月１８日に予定されていた聖火リレーは、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大により、残念ながら公道での
実施が中止となり、福山市の会場で無観客の点火セレ
モニーとして行われました。
　７月２３日には、いよいよ東京オリンピックの開幕が
予定されています。
　海田町は日本初のオリンピック金メダルリスト織田幹
雄さんの生誕地であり、そうしたご縁もあって、オリン
ピックに合わせて、陸上関係者や、海田町ゆかりの多
くの方々から、映像メッセージをいただいております。
　海田町ホームページから視聴できますので、ぜひ、
ご覧ください。
　織田幹雄さんといえば、スポーツにおける功績だけ
でなく、「世界人と成るべし」　という言葉などを残して
おられます。
　人種や国籍にとらわれることなく、人と人との対等な
関係を築くことの大切さといった、現在にも通じる、グ
ローバルな視点を示していただきました。
　本町の児童生徒は、織田幹雄さんの紹介文を書いた
り、外国人留学生に英語で紹介したり、さまざまな学
習を通して織田幹雄さんの生き方や考え方にふれてい

町長

ます。
　このような小・中学校への保護者の評価は、令和２
年度の海田中学校においては、全ての項目で、肯定的
な回答の割合が増加し、その多くが９０％を超えました。
　海田町では、さらに教育の質を高めていく一つの取
り組みとして、全町立小中学校での高速大容量のネッ
トワーク環境の整備と、児童生徒一人一台端末の導入
を終え、今年度から本格的に ICT 機器の活用を開始し
ています。
　このほか、小学校への教科担任制の導入による学力
の向上や、幼保小の連携など、教育環境の整備にもしっ
かりと取り組んでおります。
　オリンピックに挑戦された織田幹雄さんのように、海
田町の児童生徒一人一人が、夢と志を持ち、挑戦する
マインドを胸に、未来にはばたいていけるよう、海田
町として全力で取り組んでいきます。

コラム 西田祐三
海田町長

今月の休日診療当番医（受け付け時間９時～17時30分。13時～14時は休憩で変更の場合あり）

※診療科目外の症状については、対応できない場合があります。当日の新聞で、変更の有無や町外の当番医を確認してください。

（☎＃7119または☎246-2000）

広島県小児救急電話相談（毎日19時～翌８時）（こどもの救急電話相談）（☎＃8000または☎505-1399）
小児科勤務の経験がある看護師（小児科医師が支援）が専門的なアドバイスを電話で行います。

救急相談センター広島広域都市圏（24時間）
看護師が緊急性や応急手当の方法、適切な医療機関などについて電話でアドバイスを行います。

救　急　診　療
●広島市立舟入市民病院（広島市中区舟入幸町14-11 ☎232-6195）小児科（24時間）
●広島市立広島市民病院（広島市中区基町7-33 ☎221-2291）歯科・歯科口腔外科と小児科を除く科目（24時間）
●安芸市民病院（広島市安芸区畑賀2-14-1 ☎827-0121）
　内科または外科（土・日曜、祝日18時～23時）※診療科目については、当日電話で確認してください。
●千田町夜間急病センター（広島市中区千田町3-8-6 ☎504-9990）内科（15歳以上）・眼科（19時30分～22時30分）
●広島口腔保健センター
　（広島市東区二葉の里3丁目2-4 ☎262-2672）歯科（日曜・祝日・お盆・年末年始9時～15時）
●広島県小児救急医療電話相談（こどもの救急電話相談）（☎＃8000または☎505-1399）
　小児科勤務の経験がある看護師（小児科医師が支援）が専門的なアドバイスを電話で行います。（毎日19時～翌8時）

広島県内の当番医は「救急医療Net Hiroshima」【http://www.qq.pref.hiroshima.jp/】で確認できます。

7月4日（日） 山本整形外科病院
7月11月（日） 海田心療内科メンタルクリニック
7月18月（日） 河島脳外科クリニック
7月22月（木・祝） 片桐整形外科
7月23月（金・祝） おんじ内科クリニック
7月25月（日） まりあ眼科

（堀川町　☎822-3000）
（新町　☎823-5500）
（砂走　☎823-8222）

（南昭和町　☎823-9133）
（南大正町　☎516-5316）
（窪町　☎821-1166）

ホームページではオリンピックを契機とした海田町
ゆかりの方々などの海田町へのメッセージを配信
しています。
二次元コードからご覧ください。
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悩みごと・困りごと 相談 相談は無料です。お気軽にどうぞ。
催　し　名 月　日 場　所 時　間 内　　　容　　　な　　　ど

梅毒検査
エイズ検査

肝炎ウイルス検査

行政相談

7月6日（火）

7月8日（木）

無料・匿名検査です。（要予約）
県西部保健所広島支所 保健課 保健対策係 ☎513-5521（直通）

無料検査です。（要予約）
県西部保健所広島支所 保健課 健康増進係 ☎513-5526（直通）

広島県西部保健所
広島支所
（広島市中区基町
10-52
農林庁舎1F）

広島県生活センター
（広島市中区基町
10-52農林庁舎１ Ｆ )

13時～15時

10時～12時図書館

8時30分～
17時15分

15時～
17時30分
10時～
12時30分

福祉センター

ー

ー

県民相談

LGBT電話相談

ひきこもり
相談

福祉
なんでも相談

女性の
健康相談

不妊専門相談
不育専門相談

心配ごと相談所

離婚前相談
ひとり親相談

DV相談

妊娠110番
メール相談

月～金曜日

月～金曜日

13時30分～
16時（申込不要）

海田町
福祉センター毎週火曜日

10時～16時

8時30分～
17時15分

随時

こども課
（役場１階）

随時
（土・日曜日、
祝日を除く）

随時

毎週
（火）（水）（金）
毎週（木）（土）

（祝日、年末年始は除く）
15時～
17時30分
10時～
12時30分

ー

ー

毎週
（火）（水）（金）

毎週
（月）（木）（土）

毎週土曜日
（祝日を除く）

月～金曜日
（祝日・休日を

除く）

月・水・木・金・
土曜日

（祝日・休日を
除く）

9時～17時

10時～16時

8時30分～
17時15分

8時45分～
16時45分

相談員は、民生委員・児童委員、司法書士、人権擁護委員などが
交代で相談に応じます。 海田町社会福祉協議会 ☎820-0294

助産師が電話相談に応じます。
電子メール相談も受け付けています。（随時）
県不妊専門相談センター ☎870-5445 http://www.pref.
hiroshima.lg.jp/soshiki/248/funinsenmonsoudan.html

思春期から更年期までの女性を対象に、助産師が女性の心身の
健康などの電話相談に応じます。
（一社）広島県助産師会 ☎870-5446

県立総合精神保健
福祉センター

（安芸郡坂町北新地
2丁目3-7 7 ）

月～金曜日
（祝日・休日を

除く）
9時～17時

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
広
告
募
集
中
！ 

お
問
い
合
わ
せ
は
企
画
課
ま
で

海田町
くらしの安心・
サポートセンター

月～金曜日
（土・日曜日、祝日、
年末年始を除く）

8時30分～
17時15分

生活に困窮する人の相談を、専門の相談員が包括的に受け付
け、相談者に寄り添って自立に向けた支援を行います。
☎573-0772　Ｅメール:kurashi@footandwork.com
ホームページ:https://footandwork.com/kaita-support/

電話、メール、訪問などで相談に応じます。
●対象　ひきこもりの人およびその家族
☎573-0802　Eメール:shien@footandwork.com

海田町くらしの安心・
サポートセンター
（海田町堀川町１-８
ホスタ海田

堀川町ビル101）

国の仕事に関する意見や苦情などについて、行政相談委員が相
談に応じます。総務課（役場2階） ☎823-9202

●相談内容　離婚・相続・近隣トラブル、交通事故など
広島県生活センター ☎223-8811

性的指向や性別の違和感などでお悩みの人を対象に電話相談
に応じます。エソール広島 ☎207-3130

電話相談、面接相談（要予約）などに応じます。
●対象　おおむね18歳以上のひきこもりの人およびその家族
など。（社）広島県精神保健福祉協会 ☎893-5242

思春期・青年期の心の問題やひきこもりなど面接相談を行っていま
す。（予約制）　●対象　おおむね18歳以上のひきこもりの人およ
びその家族など。県立総合精神保健福祉センター ☎884-1051

「サービス担当窓口がわからない」などの福祉に関する相談に応
じます。海田町社会福祉協議会 ☎820-0294

●対象 子どもがいて離婚を考えている人、母子家庭の母および
父子家庭の父。こども課（役場1階） ☎823-9227

●対象 配偶者・パートナーからの暴力で悩んでいる人
こども課（役場1階） ☎823-9227

電子メール相談です。
望まない妊娠や出産に関する悩みについて、助産師が相談に応
じます。(原則１週間以内に返信します)
県子供未来応援課
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/
soshiki/248/ninshin-q-a.html

海田町ひきこもり
相談支援センター
（海田町堀川町１-８
ホスタ海田堀川町ビル101）
広島ひきこもり
相談支援センター
（広島市安芸区
中野東4丁目5-25）



　織田幹雄賞とは、広島陸上競技協会が主催す
る「織田幹雄記念国際陸上競技大会」の三段跳
において、好成績を残した将来有望な高校生を
表彰するため、今年度の第５５回大会から新設し
た賞です。
【表彰者】
岐阜県
美濃加茂高等学校

山田　駿佑さん
【記録】
全国高校生選抜
男子三段跳
１４ｍ４７ｃｍ

生涯学習課
☎823-9217　FAX.823-9256

4/29
　三協フロンテア株式会社と災害時における物資の供給に
関する協定を締結しました。
　この協定は、災害時における町民生活の早期安定を目的
に、ユニットハウスなどの救援物資を円滑に供給するための
ものです。
　日頃からハザードマップなど
で身のまわりの災害危険箇所
や避難場所などを確認し、早
めの避難ができるよう備えて
おきましょう。

三協フロンテア株式会社と災害時に
おける物資の供給に関する協定
防災課（役場2階）　☎８２３-９２０８　FAX.８２３-9203
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★広告内容については広告主へ。広告掲載については企画課（☎823-9212）へ
■町内放送をもう一度聞きたいときは…電話自動応答装置☎822-2113（自動音声）へ
■見やすく読み間違えにくいユニバーサルフォントを採用しています。広報かいたが外国語・音声でも読めます！

■海田町の人口
5月末現在（前月比）／
人口30,450人（+19）
世帯13,894人（+10）／
男15,075人（+27）／
女15,375人（-8）

［ 広 報 か いた ］

大下剛史さんより聖火リレートーチを
寄付していただきました5/31
企画課（役場3階）　☎823-9212　FAX.823-9203

織田幹雄賞の
表彰をしました

やま だ しゅんすけ

　大下剛史さんより、ご本人が実際に使用した聖火リレー
トーチを寄付していただきま
した。
　ご寄付いただいた聖火リ
レートーチは、海田町のスポー
ツ振興のために活用します。


