






広報かいた 2021.11.14

　西国街道・海田市史跡を案内するガイドは毎月第４土曜

に開催する定期ガイドと、５名以上の参加で開催する随時

ガイドの２種類があります。どちらもコースは同じで、海田

市駅から出発して主要史跡を見ながら約２時間半かけて

歩きます。３年前には「もっと違うコースも歩いてみたい」

という声をいただき、西国街道・東海田と瀬野川史跡を散

策するコースもできました。見どころはそれぞれあります

が、どこも宿場町として栄えた頃の面影や、主要道路で

あった西国街道の趣が随所に漂っています。海田町は原

爆投下時に焼失を逃れたため、そのままきれいに残って

いる史跡も数多くあります。とくに、海田市の氏神であり

三十六歌仙の絵馬が飾られている熊野神社や、県の重要

文化財かつ名勝指定の庭を有している旧千葉家住宅は、

ぜひたくさんの人に一度は見てほしい史跡です。

　未来を予想するのは難しいけれど、歴史を紐解くこと

は学びを深めていけば可能です。そしてひとつ知識が得

られると、今度は関連付けた興味がもっと広がってきま

す。昔の人たちはこんな暮らしをしていて、こんなことを

考えていたのかもと想像するのは、ロマンがありますよ

ね。そして史跡には“後世の人たちにこれを伝えたい”と

願って作った当時の人たちの思いが込められています。

それを読み解いて、さらに伝えていくのが、現世を生きる

私たちの役目かもしれません。（百本）
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　ガイドの仕事は、もちろんその名の通り案内することで

すが、メンバーによりトークの得意分野が違います。例え

ば私は江戸から明治の時代にかけてがとくに好きなの

で、旧千葉家住宅を訪れると豆知識みたいなものもよく

話します。お風呂場は湯船に浸かるというより、背を流し

てもらう感覚で使用されていたこと、その際に床に敷い

ていた敷物が今の「風呂敷」の語源になっていること、お

手洗いには刀置き場があり、そこに宿泊していた上級役

人たちが、いかなる時も気を抜けなかったということなど

です。メンバーそれぞれの違ったトークに耳を傾けるの

も、ツアーの楽しみ方のひとつかもしれません。

　ガイドの会に入った活動当初はあらかじめ作っておい

た原稿を読むだけでしたが、そのうち自分の中で伝えた

いことをアレンジして話すようになりました。今ではガイ

ドが少なくなっている他地域のお手伝いに伺うこともあ

ります。私のように歴史好きな人間にとってはガイドその

ものが楽しいですが、ほかの地域の人たちと交流が持て

るのも活動の魅力。私たちのツアーにどこかの歴史研究

会の方が参加してくれた場合、次は私達がその会にお邪

魔したりと、人脈がどんどん広がっていきます。歴史好き

の人も、そうでない人も、いろいろな楽しみ方ができると

思うので、活動に興味のある人は、ぜひ気軽に参加して

もらえたら嬉しいです。（乗重）

人と、地域と、時を結ぶ
ガイド活動をこれからも

海田のお気に入り

自然豊かで歴史薫る町並み

日浦山の桜、瀬野川公園の桜、河川敷の桜…
春になると町全体がピンク色に色づくような、
自然豊かな景色が大好きです。（百本）

歴史を感じる場所が好き。一番は西国街道の
顔ともいうべき旧千葉家住宅です。織田幹雄さ
んの功績を称えて作られた記念館がすぐ横に
あるのも嬉しいです。（乗重）

時を超え歴史ロマンに思いを馳せて

イドに使用するパンフレットは２種類ありま

すが、どちらも広島国際学院大学情報デザ

イン学科の学生さんが作ってくれたもので

す。活動を行う上で、若い世代の方たちと連携でき本当

に有意義だなと感じています。先の乗重さんの話にも出

てきましたが、他地域の人たちとの交流も持てますし、こ

の活動が人と人、地域と地域を結ぶ役割を担ってくれて

いるなと感じます。そしてもちろん、過去から今へと、時を

結ぶ役割も。これら大きな醍醐味のある活動を今後も続

けていけたらと思っています。（百本）

　毎年、海田町内の小学校の児童さんに学校区内の史

跡を案内しています。そこで学びを得た児童さんたちが、

今度は参観日に父母の皆さんをガイドして回ってくれま

した。子どもたちの中に学びが息づいてくれたんだと大

変嬉しい気持ちになりました。ガイドの会の人材不足や、

自分の住む町に興味が持てない人も多くいたりと、歴史

の伝承には困難な点も多々ありますが、これだけの文化

遺産を生かせないのはもったいない。先人たちの生き様

や知恵が詰まった西国街道と周辺史跡の魅力をこれから

も発信していきたいです。（乗重）

ガ

823-9212
企画課（役場3階）

募 集

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。

TEL

kikaku@town.kaita.lg.jpMail

今をときめく
まちのあの人に
会いに行く

メンバーの特色あるトークが魅力

西国街道・海田市ガイドの会のメンバー
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策するコースもできました。見どころはそれぞれあります

が、どこも宿場町として栄えた頃の面影や、主要道路で

あった西国街道の趣が随所に漂っています。海田町は原

爆投下時に焼失を逃れたため、そのままきれいに残って

いる史跡も数多くあります。とくに、海田市の氏神であり

三十六歌仙の絵馬が飾られている熊野神社や、県の重要

文化財かつ名勝指定の庭を有している旧千葉家住宅は、

ぜひたくさんの人に一度は見てほしい史跡です。

　未来を予想するのは難しいけれど、歴史を紐解くこと

は学びを深めていけば可能です。そしてひとつ知識が得

られると、今度は関連付けた興味がもっと広がってきま

す。昔の人たちはこんな暮らしをしていて、こんなことを

考えていたのかもと想像するのは、ロマンがありますよ
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それを読み解いて、さらに伝えていくのが、現世を生きる

私たちの役目かもしれません。（百本）
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令和３年度予算について、９月末現在の状況をお知らせします。くわしくは海田町ホームページの
「町政情報」の中に掲載しています。

新型コロナウイルス感染症による影響の拡大・継続を受け、補正予算により段階的に必要な予
算措置を行ってきました。

令和３年度上半期の財政状況をお知らせします01
●財政課（役場3階）　 823-9201　FAX.823-9203

会計名 予算現額(A) 収入済額(B) 収入率（B/A) 支出済額（D) 執行率(D/A)

一般会計 134億3,295万円 52億6,933万円 39.2% 43億4,665万円 32.4%

特別会計 61億1,454万円 19億7,514万円 32.3% 24億3,130万円 39.8%

水道事
業会計

収益的収入 5億1,664万円 2億3,806万円 46.1% - -

収益的支出 5億1,612万円 - - 1億6,070万円 31.1%

資本的収入 1億7,643万円 0 0.0% - -

資本的支出 5億178万円 - - 1億2,183万円 24.3%
※特別会計とは、公共下水道事業・国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療の4会計を指します。

予算時期 予算総額 うち一般財源 内　　容

3月臨時補正予算 1,803万円 0 頑張る中小事業者応援事業【町独自支援】

4月補正予算
（専決処分） 2,112万円 0 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

６月補正予算 2,020万円 0 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金、感染防止対策など

６月臨時補正予算 799万円 0 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業

９月補正予算
（当初提案） 152万円 38万円 生活困窮者自立支援給付事業

（住居確保給付金）

９月補正予算
（追加提案） 2,562万円 459万円 海田町事業継続応援金（第２弾）給付事業

【町独自支援】

合計 9,448万円 497万円
※掲載は一般会計について。

区　分 面積および金額

土　地 1,627,430㎡

建　物 81,659㎡

基　金 40億879万円

区　分 地方債の現在高

一般会計 90億9,705万円

公共下水道事業特別会計 62億7,208万円

水道事業会計 7億2,713万円
※9月末時点では、一時借入金はありませんでした。

●会計別の収支状況

●財産の状況●地方債・一時借入金の状況

2021.11.18



地方公務員法では、人事行政の公平性・透明性を保つため、運営状況を公表することが義務づ
けられています。
このため海田町でも「海田町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、町民の
皆さんにご理解いただけるよう、主な内容をお知らせします。
くわしくは、役場１階ロビーの情報提供コーナーまたは海田町ホームページに掲載しています。

海田町の人事行政の運営状況02
●総務課(役場2階)　 823-9202　FAX.823-9203

①職員数の推移
部門 令和2年 令和3年

一般行政 議会、総務、税務、民生、衛生、農林水産、商工、土木 156人 154人
特別行政 教育 22人 25人
公営企業会計 水道、下水道、介護 24人 25人

合計 202人 204人

②採用職員数
区分 令和2年度
一般行政 3人
保健師 2人
計 5人

③退職職員数
区分 令和2年度
定年退職 2人
勧奨退職 -
普通退職 3人
死亡退職 -
計 5人

①職員給与費の状況（普通会計決算）

区分 職員数
A

給与費 一人当たり
給料 職員手当 期末・勤勉手当 計　B 給与費　B/A

R2年度 178人 562,691千円 134,344千円 242,903千円 939,938千円 5,281千円
(注)1　職員手当には退職手当を含まない。　　(注)2　職員数は、令和2年4月1日現在の普通会計職員の人数です。

③職員の平均年齢、平均給料月額などの状況（令和3年4月1日現在）
区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

一般行政職 41.2歳 305,200円 393,500円

●職員の任免や職員数に関する状況

●職員の給与の状況

②ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

(注)　 ラスパイレス指数は、一般行政職について、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を
示す指数です。
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「実家が空家になった」「家を相続した」など、誰しもが空家の所有者になる可能性があります。空
家を放置した場合、防災面や防犯面のリスクが上昇するほか、空家が原因で隣家が壊れたりした
場合は、損害賠償責任を負う可能性があり、負担が増える可能性がありますので、早めの対策を
行いましょう。
まずは遺言書の作成や、家財整理が重要な入口となります。できることから始めていきましょ
う。
なお、相続した空家やその敷地を売却すると、税制上のメリットを受けることができます。
相続時から３年を経過する日の属する年の12月31日までに、家屋を相続した相続人が、当該家
屋または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円
を特別控除するという制度です（一定の条件あり）。申請・相談は都市整備課へ。
その他、空家問題に関連する相談窓口に相談してください。

空家対策（予防）を進めましょう03
●都市整備課（役場２階）　 823-9634　FAX.823-9203

●役場関連
相談事例 相談先 電話番号

総合窓口 都市整備課（役場２階） ☎８２３-９６３４

環境衛生・防犯に関すること 町民生活課（役場２階） ☎８２３-９２１９

固定資産税に関すること 税務課（役場1階） ☎８２３-９２４５

利活用に関すること 魅力づくり推進課（役場3階） ☎８２３-９２３４

●その他
相談事例 相談先 住所 電話番号

相続や
遺言に関すること

広島司法書士会
（相続・遺言相談センター）

広島市中区上八丁堀６-６９
広島司法書士会館１F

☎５１１-７１９６

広島公証人合同役場
広島市中区中町７-４１

三栄ビル９F
☎２４７-７２７７

維持管理に関すること
（草刈りや剪定など）

（公社）海田町
シルバー人材センター

海田町つくも町6-3 ☎８２３-２７３３

物件の賃貸や
売却に関すること

広島県宅地建物取引業協会
安芸賀茂支部

海田町窪町５番１１号
藤井ビル２F

☎８２２-７０９６

その他、家屋解体に関することは、広島県がホームページなどで公表している
「広島県知事登録の解体工事業者一覧」を確認してください。
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人権に関するお知らせ04
●社会福祉課（役場１階）　 823-9207　FAX.823-9627

11月25日から12月1日までの1週間は「犯罪被害者週間」です。

　犯罪の被害に遭われた人やその家族の人たちの名誉や生活の平穏への配
慮の重要性について理解を深めましょう。

「女性の人権ホットライン」強化週間

　夫・パートナーからの暴力、ストーカーなどの事案は、依然として数多く発生しています。
　広島法務局および広島県人権擁護委員連合会では、常時開設している
専用相談電話回線を増設するとともに、相談時間を延長します。

●電話番号
　0570-070-810
●期間
　11月12日（金）～11月18日（木）まで
　8時30分～19時まで　※土・日曜日は10時～17時まで。

人権相談所を開設します

　一人で悩まず相談してください。

●内容　 いじめ・体罰・家庭・近隣関係・
登記などで人権に関する問題

●相談員　海田町人権擁護委員、司法書士
●申し込み　不要
●日時　12月7日（火）10時～15時
●場所　海田町福祉センター
　　　　1階ボランティア室
●対象　どなたでも

人権啓発パネル展

　人権に関する様々なテーマのパネルをロ
ビーに展示します。

●展示期間（木曜日は9時～15時）
　11月22日（月）～11月25日（木）
 役場
　11月26日（金）～12月2日（木）
 ひまわりプラザ
　12月3日（金）～12月9日（木）
 福祉センター
　12月10日（金）～12月16日（木）
 海田東公民館
　12月17日（金）～12月23日（木）
 織田幹雄スクエア

犯罪被害者等支援
シンボルマーク

「ギュっとちゃん」
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「地域共生社会の推進」
座談会を行いました

●社会福祉課（役場1階）
　☎823-9207　FAX.823-9627
　海田町社会福祉協議会、自治会連合
会、町民生委員児童委員協議会の代表者に参加いただき、住み慣
れた地域でつながり助け合いながら地域をともにつくっていく「地
域共生社会の推進」について、意見・情報交換をしました。これから
もさらに連携を深めて地域共生社会の実現をめざします。

10/1210/8
ありがとうございました
株式会社西井製作所

●財政課（役場3階）
　☎823-9201　FAX.823-9203
　つくも保育所のため
に、50万円を寄附して
いただきました。ご寄
附の趣旨に沿うように
有効に活用します。

人権紙芝居の配布

●社会福祉課（役場１階）
　☎823-9207　FAX.823-9627
　10月に町内の幼稚園・保育園に
対し、人権擁護委員の皆さんと一緒
に「思いやりの心を大切にしましょ
う」というメッセージを込めて、紙芝
居を配布しました。

10/4
災害に係る
情報発信等に関する協定

●防災課（役場2階）
　☎８２３-９２０８　FAX.８２３-７９２７
　株式会社テレビ新広島と防災情報
や発災後の生活支援情報などを迅速
かつ正確に情報発信することを目的に、8月19日（木）災害
に係る情報発信等に関する協定を締結したのを受け、ウェ
ブ会議により協定締結式を行いました。

※くわしくは、チラシや海田町ホームページ、フェイスブックなどを確認してください。
●場所　旧千葉家住宅　申し込みは、11月4日（木）より、窓口または電話で受け付けます。●場所　旧千葉家住宅　申し込みは、11月4日（木）より、窓口または電話で受け付けます。

●座敷棟・角屋のほか、主屋で資料展示を行います。
　１１月１２日（金）～１５日（月） １０時～１６時／１１月２６日（金）～１２月７日（火） １０時～１６時

●いけばな体験
　１１月２７日（土） １回目１０時から／２回目１１時から
　　　　　　　　参加費300円

●和楽器体験
　１１月２７日（土） １3時30分から　参加費無料

●旧千葉家住宅＆三宅家ミニガイド
　１１月２８日（日） １３時～１５時　参加費無料

旧千葉家住宅秋の特別公開として、公開期間中に下記の日程で各種
イベントを行います。紅葉を迎えた庭園と、和の空間をお楽しみください。

織田幹雄スクエア　☎８２2-7373　FAX.824-1125

要申込 要申込

要申込

要申込

申込不要

●組みひも体験
　１２月４日（土） １３時～１５時　参加費500円

●むかしのくらし体験
　１２月５日（日）　１１時～１５時　参加費無料
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● 接種券（クーポン券）および予約
　 受け付けに関すること
　 ９時～１７時（土・日曜日、祝日を除く）
　 海田町新型コロナウイルスワクチン接種
　 コールセンター
　 ☎８２４-２３２３　FAX.８２３-００２０

● ワクチン接種についての一般・専門的な相談に関すること
　 （土・日曜日、祝日も行います）
　 広島県（２４時間対応）  ☎５１３-２８４７
　　　　　　　　　　  FAX.２１１-３００６
　 厚生労働省（９～２１時） ☎０１２０-７６１-７７０
    　（フリーダイヤル）

新型コロナウイルスワクチン接種について、海田町ホームページでもお知らせしています。

問い合わせ

「コロナにかかったかな？」
PCR検査に関するお知らせ

●保健センター　 823-4418　FAX.823-0020

【お願い】子どもや同居の家族がPCR検査を受ける（受けた）場合は、
すみやかに幼稚園、保育所、学校などに連絡してください。

検査結果が出るまでは、自宅待機してください。

発熱などの症状があり、PCR検査を受けたい場合
●かかりつけ医に電話で相談
必ず事前に電話連絡の上、受診してください
かかりつけの医療機関がない人は、「受診・相談センター」（☎513-2567）
に連絡してください。
※発熱などの症状がない場合は、医療機関でPCR検査を受けることはできません。

発熱などの症状はないがPCR検査を受けたい場合
●PCRセンターで検査を受ける（要予約）
会場で唾液を採取します。所要時間は10～15分程度です。

会場 開設日 開設時間 備考
中央新天地集会所
（広島市中区新天地7-9） 毎日 11時～20時 ・駐車場はありません

・ウォークイン方式
観音マリーナ駐車場
（広島市西区観音新町4-16） 毎日 11時～15時 ・ドライブスルー方式

・広島マリーナホップではありません
本通り交番跡地
（広島市中区本通５－２） 毎日 11時～15時 ・駐車場はありません

・ウォークイン方式

●予約方法
・web予約:https://hiroshima-pcr.jp/pcryoyaku（24時間対応）
・電話予約（全会場共通）:050-1741-6373（10時～15時）
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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

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拡大防止のため、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。

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。

かいた版ネウボラアプリ

各種教室の案内や子
育て情報などは、こ
ちらからも確認でき
ます。 妊婦さん版

ネウボラだより

家 族 講 座

オンライン「おしゃべり広場」 ファミリー・サポート・センター講習会

　子どもの運動能力が一番伸びる幼児期に、お父さん、
お母さんと一緒に体を動かし、ふれあいの機会を増やし
ましょう！

　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）
　「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。

　子どもに多い事故とその予防について、AEDの
使い方など、一緒に学びませ
んか。
　講習会を受講された人は、
まかせて会員の登録ができます。

●日時　12月11日（土）　①10時から　②11時から
●場所　ひまわりプラザ　●定員　各10組
●対象　1歳～未就園児とお父さん・お母さん
●講師　根っ子育てLink(株)　代表　阿部 玲子さん
●申し込み　各子育て支援センターへ

●1回につき5人まで、時間は30分程度
● 申し込み、くわしい内容についての問
い合わせは、各子育て支援センターへ

●日時　12月8日（水）
　　　　10時から（受け付け9時30分から）
●場所　ひまわりプラザ
●対象　海田町在住の人
●定員　1０人　※託児あり。
●申し込み　各子育て支援センターへ

家 族 み ん な で
　 体 を 動 か そ う ！

子育てのお手伝いをしてみませんか？！

（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

各月版
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催　し　名 月　日 時　間 内　容　　　　

パパママ教室 12月18日（土） 9時30分～
11時30分

・お産の経過とお父さんの役割
●対象　妊婦と家族　●申し込み　11月15日（月）から

プレママ教室
12月3日（金） 14時～

15時30分

・お産の経過と出産準備　・お口の健康と乳歯の話
●対象　妊婦と家族

12月10日（金） ・お産に役立つ骨盤体操　●対象　妊婦と家族

マタニティサロン
（母乳育児）

11月11日（木）
12月2日（木）
1月12日（水）

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）

11月5日（金）
12月1日（水）

14時～
15時30分

・お産と子育てに向けた体作り・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
（ベビーマッサージ） 12月21日（火） 10時～11時 ●対象　2カ月～6カ月頃の乳児と保護者　※初回の人優先。

●持ち物　バスタオル、ハンドタオル　●申し込み　11月15日（月）から

産後ママのための休憩室
（骨盤ケア・べびぃケア）

11月26日（金）
12月15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。12月24日（金） 10時～11時

助産師の相談室
11月2日（火）
11月19日（金）
12月6日（月）

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

11月9日(火) 11月10日(水) 11月10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 11月16日(火) 11月17日(水) 11月17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 11月19日(金)
親子教室２（のびのび） 2歳以上の未就園児と保護者 11月18日(木)

催　し　名 月　日 場　所 時　間 内　容

離乳食教室
～ステップ1～ 11月4日（木） 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～ 12月1日（水） 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　11月30日（火）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
11月10日（水）、11月17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

11月5日（金）、12月3日（金） 町民センター
9時30分～11時

12月13日（月） 海田児童館

どんぐり
相談 11月24日（水） 保健センター 9時～12時

子どもの成長、発達についての相談
●対象　幼児
●相談員　 公認心理師　宮地 真紀さん
●申し込み　保健センターへ

乳幼児の相談　　※要予約。

海田幼稚園 ☎823-5635 11月10日（水）10時30分～11時
海田みどり幼稚園 ☎822-4359 11月の園庭開放はお休みします。
東海田幼稚園 ☎822-7576 毎週金曜日　10時～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
小さくら保育所 ☎823-2079 毎週水曜日10時～11時

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。
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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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。

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

～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

●日　程　11月27日（土）
●集　合　13時にJR海田市駅北口
●申し込み　11月19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　11月20日（土）
●集　合　9時30分にJR海田市駅北口
●申し込み　11月12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　10人（先着順）
●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）

※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

標高約345.4m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　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　11月13日（土）
●定員　20人（先着順）
●集合　９時に織田幹雄スクエア
●申し込み　11月5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　織田幹雄スクエア
●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

令和３年度海田町魅力フォトコンテスト
●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。

どなたでも応募でき、素敵な賞品も用意しています。

●募集内容　海田町の自然風景やスポットで撮影した写真
●賞の種類　最優秀賞、優秀賞、特別賞(観光賞、発掘賞)、参加賞(抽選で50人)
●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。
●募集要領、応募票の入手について
　海田町のホームページ上に公開しています。(https://www.town.kaita.lg.jp)
また、役場にも設置しています。
●締め切り　令和4年1月31日(月)(必着)
●応募先　魅力づくり推進課(役場３階)　〒736-8601　海田町上市14-18
　　　　　☎823-9234　メール：miryoku@town.kaita.lg.jp

宝くじ助成金で防災資機材を整備しました

宝くじの社会貢献事業として、一般財団法人自治総合センターが実施しているコミュ
ニティ助成事業（自主防災組織育成事業）を活用し、大立町自治会自主防災会が、災
害時に使用するための防災資機材を整備しました。

●魅力づくり推進課（役場3階）　☎823-9234　FAX.823-9203
●防災課（役場2階）　☎823-9208　FAX.823-7927

ふれあい健康ウォーキング

今年もノルディックウォーキング体験です。ス
トックを全員に貸出します。総合公園では、グラ
ウンドゴルフやダーツ、ペタンクなどのスポーツ
もやりますので、ぜひ参加を！お弁当付きです！
コース：海田東公民館→総合公園（昼食グラウ

ンドゴルフなど）→海田東公民館
参加費：３５０円（弁当代・保険代）
持ち物：参加費・飲み物・タオル・運動できる服装

●日時　１１月２３日（火・祝）９時３０分～１５時（受け付けは９時～９時３０分）
●場所　海田東公民館集合
●対象　小学３年生以上
●定員　１００人
●申し込み
　１１月１日（月）～１１月１５日（月）の間に
　電話で海田町公衆衛生推進協議会へ

●海田町公衆衛生推進協議会　☎８２３-８５０３（FAX兼用）

11月に咲く季節はずれのヒマワリ
～一人の少女の思いを伝え、人々に笑顔と希望を届けたい～

2005年11月22日、矢野西小学校1年生木下あいりちゃん（当時7歳）に痛ましい事件が起きました。ヒマワリが大好きだっ
たあいりちゃんのご家族から譲り受けた種を継ぎ、「事件を風化させない」との思い
から、「かいたのヒマワリ屋さん」が毎年命日に合わせて咲くように育てています。

●海田町と安芸区を結ぶ「あいりちゃんのひまわり」
　昨年も、「かいたのヒマワリ屋さん」が育てた「あいりちゃんのひまわり」が矢野西
小学校に贈られ、大輪の花を咲かせました。今年もあいりちゃんの命日に花を咲か
せる予定です。

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

昨年のヒマワリ提供の様子
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素敵なことがいっぱいの海田町。
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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

標高約345.4m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　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　11月13日（土）
●定員　20人（先着順）
●集合　９時に織田幹雄スクエア
●申し込み　11月5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　織田幹雄スクエア
●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

令和３年度海田町魅力フォトコンテスト
●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。

どなたでも応募でき、素敵な賞品も用意しています。

●募集内容　海田町の自然風景やスポットで撮影した写真
●賞の種類　最優秀賞、優秀賞、特別賞(観光賞、発掘賞)、参加賞(抽選で50人)
●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。
●募集要領、応募票の入手について
　海田町のホームページ上に公開しています。(https://www.town.kaita.lg.jp)
また、役場にも設置しています。
●締め切り　令和4年1月31日(月)(必着)
●応募先　魅力づくり推進課(役場３階)　〒736-8601　海田町上市14-18
　　　　　☎823-9234　メール：miryoku@town.kaita.lg.jp

宝くじ助成金で防災資機材を整備しました
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インフォメーションインフォメーション

新型コロナウイルス感染拡大防止により、広報かいた11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 11月13日（土） 11月27日（土）

図書館

絵本の読み聞かせ
テーマ「シアター」

絵本の読み聞かせ
テーマ「動物」

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 11月5日（金）11月19日（金）12月3日（金）

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

～おはなしボランティアを募集～

　11月の読書のテーマは「伝記・実話」です。
　今月は偉人・歴史・実際にあった話などの本を展示してい
ます。
●休館日　11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)
11月30日（火）（図書整理日）

　 町立図書館
☎823ｰ3215　FAX.824ｰ3315
問

●日時　①11月20日（土）　②11月27日（土）
　　　　いずれも13時30分～15時30分
●場所　町立図書館　2階学習情報室
●講師　角田 寛子さん　（えほんくらぶ ぐりとぐら代表）
●対象　おはなし会に関心のある人、おはなし会を行って
いる人
●定員　20人 （先着順）
●申し込み 11月4日（木）9時30分から電話または窓口へ

　学校訪問おはなし会などで読み聞かせをするボランティ
アを募集しています。希望する人は町立図書館で登録し
てください。登録済みの人は再登録の必要はありませ
ん。

おはなしボランティア養成講座イベント

　 町立図書館
☎823-3215　FAX.824-3315
問

　東京子ども図書館で研修を受けた講師による、おはなし
会での絵本の選び方や読み方など読み聞かせの基礎から
じっくり学べる２回コースです。

チャ
レンジカード

対象

かけっこ教室イベント

　 織田幹雄スクエア
☎822-7373　FAX.824-1125
問

早く走るにはコツがあります。走り方の基礎を楽しく学びま
す。実技を行いますので動きやすい服装で参加してください。
●日時　１2月5日（日） １０時～１２時３０分
●場所　織田幹雄スクエア ホール
●対象　町内在住・在学の小学生
●定員　低学年（1～3年生）20人
　　　　高学年（4～6年生）20人
●講師 海田町文化スポーツ協会　織田幹雄陸上部会員の皆さん
●持ち物　上履き・タオル・飲み物・マスク
●参加費　無料
●申し込み １１月４日（木）から電話または窓口へ（先着順）

チャ
レンジカード

対象

絵手紙展（冬編）イベント

畝自治会絵手紙同好会の皆さんが10年間で交換した絵
手紙を展示します。テーマは「ヘタでいい、ヘタがいい。10
年間の宝物」です。
　また、メンバーの長谷 明子さんと佐々木 正子さんが令
和元年から2年間にわたり毎日交換した絵手紙を&古民家
で展示します。
　菊花も観賞できます。
●日時 11月23日（火・祝）～12月2日（木） 9時～16時
　　　　（11月29日（月）は休館日）
●場所 ふるさと館、&古民家（畝1-16-5）

　 ふるさと館
☎823-8396　FAX.823-8467
問
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広報かいた2021.11.1

第５２回海田町
織田幹雄記念マラソン大会イベント

●日時 １２月１２日（日）
●場所　瀬野川河川敷特設コース
●種目　小学１～３年生の部（１ｋｍ）、小学４～６年生の部（2
ｋｍ）、中学男子３ｋｍの部、中学女子３ｋｍの部、高校生男
子３ｋｍの部、高校生女子3ｋｍの部、一般男子３ｋｍの部、
一般女子2ｋｍの部
　※参加者の少ない種目は中止する場合があります。
●申し込み　１１月１９日（金）までに海田町文化スポーツ協
会（織田幹雄スクエア内）へ
●参加費　１人 ３００円（当日受け付け）

　 海田町文化スポーツ協会
☎５１６-５５２５
問

世代間交流事業クリスマスから
お正月まで楽しめるオリジナルスワッグ作りイベント

　 福祉センター
☎８２3-7500　FAX.823-1411
問

オーナメントやアートフラワーなどは皆さんに
選んでいただき、オリジナルのスワッグを制作します。
●日時　１１月２３日（火・祝） 10時～12時
●場所 福祉センター ２階　講座室２
●対象 町内在住の小学生または６０歳以上の人
●定員　8人（先着順）
●講師　かとう花店　加藤 正裕さん
●参加費　１,０００円
●申し込み　１１月１日（月）～１１月１５日（月）（土・日曜日、祝
日を除く）参加費を添えて、福祉センターへ

海田町文化祭兼海田公民館まつりイベント

　 海田町文化スポーツ協会 ☎516-5525
　 織田幹雄スクエア ☎822-7373　FAX.824-1125
問

　今年度はコロナ禍での開催のため、講座会員・団体会員の「発
表の場」として、作品展示やステージ発表を行います。
　バザーはありません。
　新型コロナウイルス感染拡大防止対策に協力してください。
●日時　11月20日（土）前日祭 13時～21時
　　　　11月21日（日）当日祭 9時～17時

チャ
レンジカード

対象

ウォーキング講座「いつまでも元気で
歩くために」に参加しませんか？イベント

涼しくなり、ウォーキングがしやすい季節になりました。
ウォーキング講座を行います。ウォーキングの姿勢を測れ
る器械も用意しています。
●内容　歩行年齢測定、ウォーキングの効果、効果的な歩き方
●日時 １１月２４日（水） １３時３０分～１５時
●場所 織田幹雄スクエア　大ホール
●参加費　無料
●講師　健康運動指導士　天方 さゆみさん
●持ち物 室内運動靴・タオル・水分補給できるもの・マスク
●定員　５０人
●申し込み　１１月１８日（木）までに電話で保健センターへ

　 保健センター
☎８２３-４４１８　FAX.823-0020
問

健康運動指導士　天方 さゆみさん

陸上 小学生4種/中学生2種
競技大会イベント

　あらゆるスポーツの基礎となる、「走る」「跳ぶ」「投げる」
という動作を点数に換算し、順位を決める競技です。
●日時　11月2１日（日） ８時から受け付け 8時30分開会
●場所　海田小学校グラウンド
●対象　小学校1年生～中学校３年生
●内容
　小学生４種競技　
　　低学年:50ｍ走・走り幅跳び・ソフトボール投げ・400m
走
　　高学年:100m走・走り幅跳び・ジャベリックボール・
800m走
　中学生2種競技：100m走・走り幅跳び
※参加者の人数により、種目を変更する場合があります。
●定員　低学年男女各40人　高学年男女各40人（先着
順）

●申し込み　11月10日（水）までに海田町文化スポーツ協
会（織田幹雄スクエア内）へ

●参加費　1人 300円
（当日受け付けで徴収します）

　 海田町文化スポーツ協会
☎５１６-５５２５
問

チャ
レンジカード

対象

体操教室（跳び箱）イベント

　跳び箱を楽しく跳べるよう先生に基礎から教えてもらい
ましょう。
●日時 １１月１９日（金）１６時～１８時
　　　　①低学年（１～２年生） １６時～１６時５５分
　　　　②高学年（３～６年生） １７時～１８時
●場所　海田東公民館　体育館
●対象 町内在住・在学の小学生
●定員　各１２人(先着順)
●講師 海田町文化スポーツ協会講座「子ども体操教室」講師
●持ち物 上履き・タオル・飲み物・マスク・動きやすい服装
●参加費　無料
●申し込み　１１月５日（金）～１１月１６日（火）までに海田東
公民館の電話または窓口へ（受け付けは、日曜日、祝日を
除く9時～17時）

　 海田東公民館
☎823-2711　FAX.824-2311
問

チャ
レンジカード

対象
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インフォメーション

イベント

説明会を３会場で行います。この機会に参加してください。
●日時　①11月9日（火） 13時30分から
　　　　②11月18日（木） 10時から
　　　　③11月19日（金） 10時から
　　　　④11月24日（水） 13時30分から
●場所　①と④シルバープラザ、②海田東公民館、
　　　　③福祉センター
●入会資格　町内の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
●申し込み　不要

シルバー人材センター会員を
募集しています

　 シルバー人材センター
☎823ｰ2733　FAX.822ｰ5512
問

料理教室「親子でピザづくり」イベント

　 海田東公民館
☎823-2711　FAX.824-2311
問

ピザ屋さんの本格ピザを親子で一緒につくってみましょう。
作ったピザは持ち帰ります。
●日時　１１月２７日（土）１０時～１２時
●場所　海田東公民館　実習室
●対象　町内在住・在学の小学生とその保護者
●定員　１０組・２０人(先着順)
●講師 ピッツェリア みト （Pizzeria みト）
●持ち物　エプロン・三角巾・上履き・飲み物・タオル・マスク
●参加費　5００円/組
●申し込み １１月10日（水）～１１月１9日（金）までに海田
東公民館の電話または窓口へ（受け付けは、日曜日、祝日
を除く9時～17時）

チャ
レンジカード

対象

イベント
第1回ポラーノソフトテニスカップを
行います

　 海田総合公園管理棟
☎824-2433　FAX.824-2434
問

　ソフトテニスを皆さんで楽しみましょう。
●日時 11月28日（日）　9時開会
●場所　海田総合公園テニスコート6面
●対象　男子の部・女子の部（年齢制限なし）
●参加費　1チーム　2,000円
●申し込み　電話で海田総合公園管理棟へ
●締め切り　11月17日（水）
●共催　海田町体育協会ソフトテニス

小学生のためのサタデー講座
「工作教室」～スノードームを作ろう！～イベント

　小学生のための土曜日講座を行います。クリスマスに
ぴったりのスノードームを作ります。
●日時 11月27日（土） 1回目10時から　2回目11時から
●場所　ひまわりプラザ
●対象　海田町在住の小学生
●定員　各10人（抽選）
●参加費　500円
●申し込み
　①往復はがきの往信面に講座名・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
　③記入した往復はがきを11月12日（金）（必着）までにひ
まわりプラザへ
●宛て先　〒736-0052 海田町南つくも町11番16号

　 ひまわりプラザ
☎824-1225　FAX.824-1246
問

チャ
レンジカード

対象

イベント

地域の積極的な自主防災活動の指導・推進を行うことがで
きる人材を育成するために行います。
　年４回の講座のうち、座学とワークショップを１回ずつ受講
した人は海田町の自主防災リーダーとして認定されます。都
合の良い回だけの参加も可能です。
　新型コロナウイルス感染拡大に伴い、一部日程を変更して
います。くわしくは海田町ホームページを確認してください。
第４回
●日時　１２月１８日（土）１０時～１２時
●場所　織田幹雄スクエア　３０４・３０５学習室
●内容　ワークショップ「大雨に備えて」
●講師　宮脇 靖知さん（広島テレビアナウンサー）
第１回（日程を変更しました）
●日時　令和４年１月２０日（木）１０時～１２時
●場所　織田幹雄スクエア　３０４・３０５学習室
●内容　「防災気象情報とその利用」
●講師　玖保 陽子さん（元ＴＳＳお天気キャスター）
第２回（日程を変更しました）
●日時　令和４年１月２０日（木）１３時～１５時
●場所　織田幹雄スクエア　３０４・３０５学習室
●内容　「ひろしまマイ・タイムラインの作成」
●講師　広島県みんなで減災推進課
●申し込み　電話、FAX、
　Eメール（bousai@town.kaita.lg.jp）で氏名・生年月日・
　住所・電話番号・参加希望回を連絡してください。
●参加費　無料

令和３年度
海田町自主防災リーダー育成講座

　 防災課（役場２階）
☎８２３-９２０８　FAX.８２３-７９２７
問
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子宮頸がん検診を受診できる
医療機関が増えました。健　康

　 保健センター
☎８２３-４４１８　FAX.823-0020
問

●あいとレディースクリニック（広島市中区大手町1丁目
1-20 ニュー大手町ビル2Ｆ）☎２４８-１２５５
●ひらた女性クリニック（広島市南区青崎 1丁目
　2-14 YMFGオールヘルスタウン4Ｆ）☎８９０-１５０２
●対象者　今年度２０歳以上の女性
●受診方法　医療機関へ予約の上、がん検診受診券（対象
の人は無料クーポン券や免除証明書）を持って受診して
ください。

保健行事健　康

　 保健センター
☎823-4418　FAX.823-0020
問

　保健センターでは、妊産婦や乳幼児対象の母子保健・
成人の健康づくり・精神保健福祉に関する事業を行ってい
ます。子育て関係の事業の案内は14、１5ページを確認して
ください。
●場所 保健センター

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）

●ひまわり栄養相談（個別栄養相談）

日時

内容

月～金曜日（祝日除く）

精神科医が心の不安、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：11月12日（金）までに
　　　　 保健センターへ（電話可）
相　　談：府中みくまり病院 岡 英彦医師

●こころの相談室（精神保健福祉相談）

日時

内容

11月17日（水） 10時～12時

9時～16時

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。

●さくらの会（精神障害者家族の会）

日時

内容

12月20日（月） 13時30分～15時

イベント

●日時　11月7日（日）13時30分～15時（開場13時）
●場所　安芸区民文化センターホール
●入場料　無料

海田鼓童子
結成15周年記念コンサート

　 海田鼓童子　長谷川
☎090-3880-2247
問

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）

健康相談健　康

　 福祉センター
☎823-7500　FAX.823-1411
問

　保健師による個別健康相談、血圧測定、検尿。
●日程　１1月9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

健　康

　 保健センター
☎823-4418　FAX.823-0020
問

　歯周病は歯の喪失原因の第1位となっており、成人の約8
割が歯周病になっているとも言われています。
　歯周病は全身の病気とも深く関係しています。歯周病菌
が血液や呼吸器内に入り込み、心筋梗塞・動脈硬化症・肺
炎・早産などを引き起こしやすくします。早期発見・早期治
療が大切です。この機会に、歯周疾患検診を受けましょう。
●令和3年度歯周疾患検診
今年度30歳、35歳、40歳、50歳、60歳、70歳になる人が
対象です。対象の人には、5月末に歯周疾患受診券（ハガ
キ）を郵送しています。期限は、令和4年3月末までです。
受診券を紛失した人は保健センターに問い合わせてくだ
さい。

11月8日は「いい歯の日」です
歯のこと気にしてみませんか？
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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
問

●今月の休日開庁日 11月13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け付け・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、一部受け付け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　11月4日（木）、11月11日（木）、
11月18日（木）、11月25日（木）　17時15分から19時まで

●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。

　 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。くわしくは必
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　１１月６日（土）１３時３０分～１５時３０分
　●場所　華プラザ 富永商事内（成本８-７）
　●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　１１月２４日（水）１３時３０分～１４時３０分
　●場所　特別養護老人ホーム花みずき（大立町６-４）
　●問い合わせ　☎８２１-０２０１

認知症カフェ福　祉
介　護

　 地域包括支援センター（役場１階）
☎821-3210　FAX.824-0291
問

令和３年度「家族介護教室」
「防ごう！ 新型コロナウイルスの家族内感染」

福　祉
介　護

　介護についての様々な知識や技術を学ぶ教室の第３回目
です。高齢者の介護をしている人はもちろん、介護や健康
について関心のある人ならどなたでも参加できます。４回シ
リーズですが、１回のみの参加も可能なので、気軽に問い合
わせてください。

※当日は新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、手
指消毒、検温などを行います。
●日時　１2月１7日（金）１３時３０分～１５時３０分
●場所　福祉センター ２階 ふれあいコーナー
●対象 町内在住の要介護者を介護している人、介護に関心のある人
●定員　１５人
●講師　訪問看護ステーション　レジハピ
　　　　感染管理認定看護師　篠原 久恵さん
●参加費　無料
●申し込み　電話で地域包括支援センターへ

　　　　感染管理認定看護師　篠原 久恵さん

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

シニア就労講習会福　祉
介　護

　これまでの経験を活かし、高齢者の皆さんが仕事をされ
るシニア就労が注目を集めています。その実態や現状につ
いて一緒に学んでみましょう。
●日時　１２月１５日（水） １３時３０分～１５時
●場所　織田幹雄スクエア ３０６学習室
●対象　町内でシニア就労に興味のある人、実際に就職活
動をしている人
●定員　２０人（要事前予約・先着順）
●講師　株式会社トレハン　山根 浩さん
●協力　町内介護事業所
●参加費　無料
●申し込み　長寿保険課の電話または窓口へ

健　康

　 住民課（役場１階） ☎823-9206　FAX.823-9627
長寿保険課（役場1階） ☎823-9609　FAX.823-9627
保健センター ☎823-4418　FAX.823-0020

問

骨粗しょう症を予防しましょう

　体内のカルシウムが不足し，骨強度が低下して骨折しや
すくなる状態を骨粗しょう症と言います。
　カルシウムをしっかりとり、運動をして、より強い骨をつく
ることが大切です。
　骨粗しょう症検診は、海田町集団健診で受診できます。
まだ申し込みが済んでいない人は、締切日までに申し込ん

でください。
　また海田町で受けた健診結果についての個別相談会を11月9日
（火）に行います。希望する人は保健センターに申し込んでください。
●集団健診の日程・場所

●申し込み　国民健康保険に加入している人は住民課へ。
後期高齢者医療保険に加入している人は、長寿保険課へ。
　それ以外の人は保健センターへ。

実施日

1月28日（金）

1月29日（土）

1月30日（日）

会場

福祉センター

申し込み

12月７日（火）まで
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●請求手続き
　①新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる人
　対象者には、日本年金機構からお知らせが届きます。同
封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）に記入して
提出してください。1月4日までに請求手続きが完了した
場合、今年の10月分からさかのぼって受け取ることがで
きます。
②年金を受給しはじめる人

　年金の請求手続きとあわせて年金事務所または市区町
村で請求手続きをしてください。

令和４年　成人祭お知らせ

　 生涯学習課
☎823-9217　FAX.823-9256
問

　誓いの言葉発表者を募集します。興味のある人はぜひ問
い合わせてください。
　※令和４年成人祭は、令和４年１月９日（日）織田幹雄スク
エアホールで行う予定です。対象者には１２月中旬にはがき
で案内します。なお、町外へ転出された人も参加できます。
生涯学習課へ連絡してください。
●対象 平成１３年４月２日～平成１４年４月１日　生まれの
人
●申し込み　電話で生涯学習課へ

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
問

●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分から行っています）
●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

軽度・中等度難聴児補聴器購入費
助成制度を活用しましょうお知らせ

　身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難
聴の子どもに補聴器を購入する際の経費の一部を助成す
る制度です。(補聴器購入後の申請は助成の対象外)
申請を希望される人は社会福祉課へ問い合わせてください。
●対象　次の要件をすべて満たす人
　・町内に住所がある18歳未満の難聴の子ども
　・両耳の聴力レベルがいずれも原則30デシベル以上であ
ること
　・聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付対象でないこと
　・対象となる子どもの世帯の中で最も多く納税している
人の町民税所得割額が46万円未満であること
●助成額　購入費と、補聴器の基準額とを比較していずれ
か少ない方の額の３分の２

　 社会福祉課（役場１階）
☎８２３-９２０７　FAX.８２３-９６２７
問

医療費適正化に
ご協力をお願いしますお知らせ

休日や夜間の受診を見直しましょう
休日や診療時間外の受診は、初診料や再診料とは別に割

増料金が加算されるだけでなく、病院への負担にもなります。
緊急などのやむをえない場合以外はなるべく避けましょう。
かかりつけ医をもちましょう
　自分や家族の病歴や普段の健康状態を把握してくれて
いる「かかりつけ医」がいると安心です。気になることがあっ
たら、まずはかかりつけ医に相談する習慣をつけましょう。
　また、あらかじめ体調不良の場合の対処法などを聞いて
おき、適切な受診を心がけましょう。
重複受診はやめましょう
　同じ病気で複数の医療機関を受診する「重複受診」は初
診料や検査料の重複で医療費が増加するだけでなく、同じ
検査のやり直しは体にも負担がかかります。何かあった場
合には、まずはかかりつけ医に相談しましょう。

　 住民課（役場１階）
☎823-9206　FAX.823-9627
問

年金生活者支援給付金制度お知らせ

　 日本年金機構「給付金専用ダイヤル」
☎0570-05-4092
問

　年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその
他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援
するために、年金に上乗せして支給されるものです。
　受け取りには請求書の提出が必要です。
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内に
ご注意ください
　日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金
融機関の口座番号・暗証番号を聞いたり、手数料などの金
銭を求めることはありません。
●対象となる人
●老齢基礎年金を受給している人で、次の全てを満たす人

　　65歳以上である・世帯全員の市町村民税が非課税と
なっている・年金収入額とその他所得額の合計が約88
万円以下である人

　●障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人で次の人
　　前年の所得額が約472万円以下の人



広報かいた 2021.1１.124

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

スプレー缶のごみの出し方お知らせ

月1回資源物の日に回収している「スプレー缶」は、中身
が残っている場合、運搬や処分の作業中に中のスプレーが
出たり、破裂して事故を招く恐れがあります。大変危険です
ので、中身が残っている場合は回収できません。必ず、中身
を使い切って出してください。
※危険ですので、スプレー缶に穴は開けないでください。

　 環境センター
☎823-4601（FAX兼用）
問

防災士育成事業補助金お知らせ

町民の防災意識の高揚、地域防災力の向上を図るため、
日本防災士機構が実施する防災士の認定に必要な経費（受
講料、受験料、登録料）を補助します。
●対象　海田町自主防災リーダー認定者
●申し込み　個人で防災士研修講座に申し込み後、１２月２
８日（火）までに、海田町防災士育成事業補助金交付申請
書を提出してください。
●研修会日程・場所　広島会場　令和４年２月１９日（土）・
　２月２０日（日）　広島県情報プラザ（広島市中区千田町3
丁目7-47）
※くわしくは防災士研修センターホームページを確認してください。

　 防災課（役場２階）
☎８２３-９２０８　FAX.８２３-７９２７
問

海田町事業継続応援金（第２弾）の
申請受け付け期間は１１月３０日（火）までお知らせ

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置により、経済活動
に影響を受けた町内の事業者に対し、応援金を給付してい
ます。
●給付額　1事業主あたり5万円
●申請受け付け期間　11月30日（火）まで
くわしくは、海田町ホームページを確認してください。
二次元コードを読み取るか、
「海田町　事業継続応援金　第２弾」で
検索してください。

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

税を考える週間 ～暮らしを支える税～
11/11　１１/１７

来署による相談を希望される方は、お電話等で事前
に相談日時等を予約していただいた上で、所轄の税務
署において相談を受け付けています。

　事前予約をお願いします！

2022年版広島県民手帳を販売しますお知らせ

　 県統計協会事務局
☎221‐2502
問

ポケット版（縦145mm×横85mm）価格650円（税込）
デスク版（縦215mm×横153mm）価格1,200円（税込）
※令和4年1月31日（月）まで企画課（役場3階）でも販売し
ています。なるべくお釣りのないようお願いします。

寄せられた善意
（敬称略）
ふるさと納税として

金一封
広島県広島市　　梶原　正則
山形県山形市　　寺嶋　仁
広島県広島市　　馬場　孝和

検 索税を考える週間

１１月は児童虐待防止推進月間です
「だれか」じゃなくて「あなた」からお知らせ

　 こども課（役場1階）
☎823-9227　FAX.823-9627
問

体罰は法律で
禁止されています！！
　児童虐待は、社会全体で解決すべき問題です。
あなたの1本の電話で救われる子どもがいます。
連絡は匿名で行うことも可能です。

※予約の際には、お名前、住所、相談内容等をお伺いします。

税に関する疑問でお困りの方、
チャットボットにお気軽にご相談ください。

海田税務署　☎823-2131

税務相談チャットボット
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平成30年7月 豪雨災害義援金
令和2年7月 豪雨災害義援金
令和3年7月 大雨災害義援金
令和3年 台風9号等大雨災害義援金
令和3年8月 大雨災害義援金
令和3年 長野県茅野市土石流災害義援金
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 (10月6日までの累計)
平成30年7月豪雨災害義援金 2,045,745円 
令和2年7月豪雨災害義援金 139,237円
令和3年8月大雨災害義援金 15,000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！

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 

11月の
納税など
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者
医療保険料

第5期
第5期

第5期

納期限は11月30日（火）です。

・ ・

●企画課（役場3階）　☎823-92１２　FAX.823-9203
　海田町では、ヒマワリを町花としています。
　夏の日ざしの中で、太陽に向かって伸びるヒマワリは、どんな困難にも負けない、明るく、健康でたく
ましいイメージを持っており、夢と希望を秘めて発展する海田町を象徴する花です。
  海田町では、そんな「ヒマワリ」のようなエピソードなどを募集しています！
・困っていたら、声を掛けてくれた。　・人助けをしている場面を見て、温かい気持ちになった。
　など、ご自身の体験や、まちで見かけた「ちょっといい話」をお寄せください。
　取材などをさせていただき、広報かいたやホームページなどで紹介していきます！

我がまちの「ヒマワリ」さん大募集！！

※受け付けはメール（kikaku@town.kaita.lg.jp）、FAXで企画課まで。
※プライバシーや個人情報などに留意し、ご本人の承諾などが得られない場合には、掲載できないこともあります。
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新型コロナウイルス感染症との共存に向けて
　４月から開始した本町のワクチン接種につきまし
ては、１０月12日現在、12歳以上の方で約81.2％
の接種率となっており、多くの方に接種していただ
けました。
　これまで、町民の皆様や医療関係者・事業者など
の皆様方には、感染拡大防止のための様々な取り
組みに対し、御理解と御協力をいただき、深く感謝
を申し上げます。
　町といたしましても、国や県などとも連携し、引
き続き感染拡大防止対策に努めるとともに、地域
経済を守るための取り組みを進めてまいります。
　本町独自の「海田町事業継続応援金（第２弾）」
や、国や県の制度も含めた支援メニューなどにつ
いて、ホームページやＳＮＳで情報発信しております
ので、ぜひご活用ください。

町長

　ところで、新型コロナウイルス感染症の影響は、
これまでなかなか進んでいなかったテレワークや、
オンライン会議・授業の急速な普及につながるな
ど、ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の流れ
が加速しています。
　本町でも、小中学校の児童生徒に対し、1人1台
タブレット端末を整備し、デジタル機器の活用に取
り組んでいます。
　私もこうした授業を視察しましたが、学校現場で
は、少し前には想像もできなかったほど、急速にデ
ジタル化が進んでいます。
　町といたしましては、新型コロナウイルス感染症
といかに共存していくのか模索するとともに、住民
の皆様の利便性の向上を目指し、デジタル技術の
積極的な活用に努めてまいります。

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）
●広島口腔健康センター
　（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」【https://www.qq.pref.hiroshima.jp/】で確認できます。

11月  3日（水・祝） 金谷整形外科クリニック
11月  7日（日） 森原内科胃腸科医院
11月14日（日） 津田産婦人科クリニック
11月21日（日） 菊川皮ふ科医院
11月23日（火・祝） 岸本医院
11月28日（日） くすおか整形外科クリニック

（幸町 ☎822-2070）
（蟹原 ☎822-5550）
（南幸町 ☎821-0303）
（蟹原 ☎823-7111）
（窪町 ☎823-6298）
（新町 ☎824-0505）
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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

11月2日（火）

11月11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 )

第1火曜日
9時～11時

10時～12時町立図書館

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）福祉センター毎週火曜日

（祝日休み）

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）
（祝日休み）

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）
広島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3-77）

月～金曜日
（祝日・休日を

除く）
9時～17時
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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 ☎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 ☎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）



※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
　定員をホール定員の半分の250人とし、先着順とします。
　また、マスクの着用、当日の検温をお願いします。

前売券発売しています！
当日・大人1,200円→1,000円
高校生以下無料！！
生涯学習課（加藤会館2階）、織田幹雄スクエア、海田東公民館、図
書館、ふるさと館で11月10日（水）まで販売しています。お得な前売
券をぜひお買い求めください♪（図書館・ふるさと館は月曜日休館）

高校生以下　入場無料（整理券はありませんので直接会場へ来てください）

広報かいた11月号（No.653）　令和3年11月1日発行　発行／海田町　編集／企画部企画課
〒736-8601 広島県安芸郡海田町上市14番18号　TEL 823-9212 FAX 823-9203
（ホームページ）https://www.town.kaita.lg.jp/
（E-mail）kikaku@town.kaita.lg.jp
制作協力／株式会社ザメディアジョン

★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
9月末現在（前月比）
人口30,444（-24）
世帯13,881（-21）
男15,045（-19）
女15,399（-5）

［ 広 報 か いた ］

エクシモン弦楽四重奏団演奏会
　元ＮＨＫ交響楽団団員による、確かな音楽性と技巧で演奏を聞かせてくれるエクシモン弦楽四重奏団。
小編成を生かしたホールでの演奏は、演奏者との一体感も味わえると例年好評をいただいており、今年で
32回目となります。ぜひ来てください。

●日　時   11月11日（木）19時開演（18時開場）
●場　所　織田幹雄スクエア　ホール
●演奏者　エクシモン弦楽四重奏団
　　　　　前澤 均（第1ヴァイオリン）
　　　　　梅澤 美保子（第2ヴァイオリン）
　　　　　小野 富士（ヴィオラ）　桑田 歩（チェロ）
●プログラム   ・ハイドン　弦楽四重奏曲 変ロ長調OP.76-4『日の出』
　　　　　・モーツァルト　弦楽四重奏曲 No.18イ長調kv464
　　　　　・ドヴォルザーク　弦楽四重奏曲 ヘ長調OP.96『アメリカ』
●鑑賞券　大人1,200円（前売券1,000円）

Classic Concert in Kaita 2021

●生涯学習課　☎823-9217　FAX.823-9256

ひさし


