










海田公民館ジュニアサマースクール海田公民館ジュニアサマースクール海田公民館ジュニアサマースクール 海田東公民館 ジュニアサマースクール海田東公民館 ジュニアサマースクール海田東公民館 ジュニアサマースクール

❶体操教室「跳び箱」 ❷料理教室「親子でピザづくり」

❸料理教室「親子でマフィンづくり」

❺科学教室「はやぶさ２」のおはなし ❻工場見学

❹食育教室「ヨーグルトのひみつ」

❶工場見学
茶道を通じて礼儀作法を身につけよう！
●日　時　７月２９日（金）１０時～１２時
●場　所　３０１・３０２和室
●対　象　小学１～６年生
●定　員　15人
●参加費　3００円
●講　師　海田町文化スポーツ協会講座
　　　　　茶道教室　講座生

❷茶道教室

段ボールや貝殻でビー玉迷路を作ろう！
●日　時　８月３日（水）１０時～１２時
●場　所　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

今と昔を比べて、瀬野川のことを知ろう！ どんな生物や植物が生息しているか学習しよう！
※瀬野川での活動はありません。
●日　時　８月10日（水）10時～11時30分
●場　所　３０４・３０５学習室
●対　象　小学１～６年生　　●定　員　35人（児童と保護者）
●参加費　無料　　　　　　●講　師　中村 幸春さん
●持ち物　筆記用具

❸工作教室

❺ふるさと自然学習「瀬野川」

織田幹雄さんについて学ぼう！
クイズラリーとおみやげもあるよ！
●日　時　８月４日（木）１３時３０分～１５時
●場　所　３０４・３０５学習室 織田幹雄記念館
●対　象　小学１～６年生
●定　員　15人
●参加費　無料
●講　師　海田町文化スポーツ協会
　　　　　副会長　青木 義和さん

❹織田幹雄教室

　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。

「はやぶさ２」とは！？

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

織田幹雄スクエア　☎822-7373　FAX.824-1125 海田東公民館　☎823-2711　　　FAX.824-2311

ヨシワ工業の工場を見学しよう！
鋳物づくり体験もあるよ！
●日　時　７月２6日（火）１０時～１２時
　　　　　９時３０分集合・出発　１２時３０分帰着予定
●集合場所　織田幹雄スクエア
●対　象　小学１～６年生　　●定　員　１5人
●参加費　無料　　●講　師　ヨシワ工業の皆さん
●持ち物　赤白帽子・タオル・水筒
●服　装　長ズボン・スニーカー

跳び箱を楽しく上手に跳べるよう
基礎から学ぼう！
●日　時　7月22日（金）・7月29日（金）・８月5日（金）
　　　　　（全3回コース）16時30分～17時40分
　　　　　予備日：８月19日（金）
●場　所　体育館
●対　象　小学１～３年生
●定　員　12人　　●参加費　無料
●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　タオル・飲み物・上靴・運動のできる服装

ピザ屋さんの本格ピザを
親子で一緒につくろう！
●日　時　７月２6日（火）10時～１2時３０分
●場　所　実習室
●対　象　小学１～６年生とその保護者
●定　員　10組20人　　
●参加費　１，０００円/1組
●講　師　ピッツェリア みト
　　　　　（Pizzeria みト）
●持ち物　タオル・エプロン
　　　　　三角巾・上靴

洋食屋さんで提供されるマフィンを
親子で一緒につくろう！
●日　時　8月1日（月）10時～１2時３０分
●場　所　実習室
●対　象　小学１～６年生とその保護者
●定　員　10組20人　　●参加費　５００円/1組
●講　師　ハレノヒ
●持ち物　タオル・エプロン・三角巾・上靴

町内の自動車部品工場の(株)ワイテックを
見学しよう！ ものづくり体験（工作）もあるよ！
●日　時　8月12日（金）10時～12時（9時30分集合）
●集合場所　海田東公民館
●対　象　小学４～６年生
●定　員　15人
●参加費　無料
●講　師　(株)ワイテック　職員さん
●持ち物　タオル・飲み物
　　　　　帽子・運動靴で参加

「はやぶさ２」のお話を、プロジェクトチーム
メンバーの先生に楽しく教えてもらおう！
●日　時　8月４日(木)10時～12時
●場　所　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 教授　薮田 ひかるさん
●持ち物　筆記用具

分

ん

ヨーグルトのひみつを楽しく学ぼう！
試食もあるよ！
●日　時　8月3日（水）13時30分～14時30分
●場　所　大会議室
●対　象　小学１～６年生
●定　員　25人
●参加費　無料
●講　師　（株）明治 西日本支社

〈申し込み〉

●織田幹雄スクエア（〒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（火）必着
（申し込み多数の場合は各公民館で抽選を行い参加者を決定します）
※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。

　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、１人１枚の申し込みとします。
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❶体操教室「跳び箱」 ❷料理教室「親子でピザづくり」

❸料理教室「親子でマフィンづくり」

❺科学教室「はやぶさ２」のおはなし ❻工場見学

❹食育教室「ヨーグルトのひみつ」

❶工場見学
茶道を通じて礼儀作法を身につけよう！
●日　時　７月２９日（金）１０時～１２時
●場　所　３０１・３０２和室
●対　象　小学１～６年生
●定　員　15人
●参加費　3００円
●講　師　海田町文化スポーツ協会講座
　　　　　茶道教室　講座生

❷茶道教室

段ボールや貝殻でビー玉迷路を作ろう！
●日　時　８月３日（水）１０時～１２時
●場　所　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

今と昔を比べて、瀬野川のことを知ろう！ どんな生物や植物が生息しているか学習しよう！
※瀬野川での活動はありません。
●日　時　８月10日（水）10時～11時30分
●場　所　３０４・３０５学習室
●対　象　小学１～６年生　　●定　員　35人（児童と保護者）
●参加費　無料　　　　　　●講　師　中村 幸春さん
●持ち物　筆記用具

❸工作教室

❺ふるさと自然学習「瀬野川」

織田幹雄さんについて学ぼう！
クイズラリーとおみやげもあるよ！
●日　時　８月４日（木）１３時３０分～１５時
●場　所　３０４・３０５学習室 織田幹雄記念館
●対　象　小学１～６年生
●定　員　15人
●参加費　無料
●講　師　海田町文化スポーツ協会
　　　　　副会長　青木 義和さん

❹織田幹雄教室

　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。

「はやぶさ２」とは！？

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

織田幹雄スクエア　☎822-7373　FAX.824-1125 海田東公民館　☎823-2711　　　FAX.824-2311

ヨシワ工業の工場を見学しよう！
鋳物づくり体験もあるよ！
●日　時　７月２6日（火）１０時～１２時
　　　　　９時３０分集合・出発　１２時３０分帰着予定
●集合場所　織田幹雄スクエア
●対　象　小学１～６年生　　●定　員　１5人
●参加費　無料　　●講　師　ヨシワ工業の皆さん
●持ち物　赤白帽子・タオル・水筒
●服　装　長ズボン・スニーカー

跳び箱を楽しく上手に跳べるよう
基礎から学ぼう！
●日　時　7月22日（金）・7月29日（金）・８月5日（金）
　　　　　（全3回コース）16時30分～17時40分
　　　　　予備日：８月19日（金）
●場　所　体育館
●対　象　小学１～３年生
●定　員　12人　　●参加費　無料
●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　タオル・飲み物・上靴・運動のできる服装

ピザ屋さんの本格ピザを
親子で一緒につくろう！
●日　時　７月２6日（火）10時～１2時３０分
●場　所　実習室
●対　象　小学１～６年生とその保護者
●定　員　10組20人　　
●参加費　１，０００円/1組
●講　師　ピッツェリア みト
　　　　　（Pizzeria みト）
●持ち物　タオル・エプロン
　　　　　三角巾・上靴

洋食屋さんで提供されるマフィンを
親子で一緒につくろう！
●日　時　8月1日（月）10時～１2時３０分
●場　所　実習室
●対　象　小学１～６年生とその保護者
●定　員　10組20人　　●参加費　５００円/1組
●講　師　ハレノヒ
●持ち物　タオル・エプロン・三角巾・上靴

町内の自動車部品工場の(株)ワイテックを
見学しよう！ ものづくり体験（工作）もあるよ！
●日　時　8月12日（金）10時～12時（9時30分集合）
●集合場所　海田東公民館
●対　象　小学４～６年生
●定　員　15人
●参加費　無料
●講　師　(株)ワイテック　職員さん
●持ち物　タオル・飲み物
　　　　　帽子・運動靴で参加

「はやぶさ２」のお話を、プロジェクトチーム
メンバーの先生に楽しく教えてもらおう！
●日　時　8月４日(木)10時～12時
●場　所　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 教授　薮田 ひかるさん
●持ち物　筆記用具

分

ん

ヨーグルトのひみつを楽しく学ぼう！
試食もあるよ！
●日　時　8月3日（水）13時30分～14時30分
●場　所　大会議室
●対　象　小学１～６年生
●定　員　25人
●参加費　無料
●講　師　（株）明治 西日本支社

〈申し込み〉

●織田幹雄スクエア（〒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（火）必着
（申し込み多数の場合は各公民館で抽選を行い参加者を決定します）
※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。

　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、１人１枚の申し込みとします。
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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

●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・海田東児童館　夏休み講座　海田児童館・海田東児童館　夏休み講座　海田児童館・海田東児童館　夏休み講座　

〈申し込み〉
①往復はがきの往信面に
　　・希望講座名
　　・名前（ふりがな）、学校名、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13日（水）10時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。

●日　時　８月１９日（金）
　❶９時３０分～1０時30分　❷10時50分～11時50分
●場　所　カルチャールーム
●対　象（定員）　❶小学1～３年生（15人）
　　　　　　　　❷小学4～6年生（15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

●日　時　８月9日（火）
　❶9時30分～10時30分
　❷10時50分～11時50分
●場　所　カルチャールーム
●対　象（定員・作品）
　❶小学1～3年生（10人）  ボックスティッシュケース
　❷小学4～6年生（6人）  ウォーカー型収納ボックス
●参加費　500円　　●講　師　天野 善保さん

●海田児童館　☎８２２-２２１６（FAX兼用）　　海田東児童館　☎822-9946（FAX兼用）

海田児童館 海田東児童館

●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12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。

●対　　象　小学１～6年生（先着順・各館1講座のみ）
●申し込み　7月4日（月）から電話か各児童館の窓口へ（日曜、祝日を除く9時～17時）※すべて無料。

西国街道こどもガイド養成講座西国街道こどもガイド養成講座西国街道こどもガイド養成講座
●魅力づくり推進課（役場３階）　☎823-9234 FAX.823-9203

水辺教室水辺教室水辺教室
●町民生活課（役場２階）　☎823-9219　FAX.823-7927
●海田町公衆衛生推進協議会　☎823-8503（FAX兼用）

川の中の生物を調べましょう。
●日　　時 ７月２７日（水） 10時～１２時頃（受け付け９時30分から） 
 ※雨天中止、川の増水などにより中止する場合があります。
●場　　所 海田東公民館２階大会議室（調査対象河川 三迫川）
●対　　象 小学３～６年生　　●定　員　１５人（先着順）※町内在住者優先　　●参加費　無料
●申し込み ７月１日（金）～７月１１日（月）までに町民生活課の窓口へ（土・日曜日、祝日を除く8時30分～17時）

西国街道と海田町の歴史を学んで、「西国街道こどもガイド」になりませんか？
●日　　時 第１講：7月27日（水）　9時30分～11時
　　　　 第２講：8月3日（水）　9時30分～11時30分
●対　　象 町内在住の小学5～6年生 ●定　員　15人（先着順）
●講　　師 西国街道・海田市ガイドの会 ●持ち物　筆記用具、飲み物 ●参加費　無料
●申し込み 電話で魅力づくり推進課へ（土・日曜日、祝日を除く8時30分～17時15分）

●日　時　❶7月2８日（木）・８月１日（月） 10時～10時50分
　　　　　❷7月28日（木）・8月1日（月） 11時～11時50分
　　　　　❸8月4日（木）・8月8日（月） 10時～10時50分
　　　　　❹8月4日（木）・8月8日（月） 11時～11時50分

※①陶芸体験 ②陶芸教室について写真と色が変わる可能性があります。

●場　所　カルチャールーム
●対　象（定員）　❶❷小学1～3年生（各5人）
　　　　　　　　❸❹小学4～6年生（各7人）
●参加費　500円
●講　師　河崎 優子さん

●日　時　7月26日（火）
　❶9時30分～10時30分　❷10時50分～11時50分
●場　所　学習室
●対　象（定員）　小学1～3年生（各10人）
●参加費　600円
●講　師　陶芸愛好会　石部 吉拡さん

①ジェルキャンドル作り
涼しげな透明キャンドルを作ります

●日　時　8月3日(水)
　　　　　①13時30分から
　　　　　②15時から
●定　員　各8人

②万華鏡作り
のぞいてみるとキラキラと不思議な
世界が広がるよ

●日　時　8月22日(月)
　　　　　①10時30分から　②13時30分から
●定　員　各8人

⑤夏休みクイズ（申し込み不要）
学年ごとのクイズを毎週出題します（参加賞があります）

③スノードーム作り
世界にひとつのスノードームです

●日　時　8月4日(木)
　　　　　①10時30分から
　　　　　②13時30分から
●定　員　各8人

④アートグラス（ステンドグラス風）作り
ガラス瓶に模様をつけよう

●日　時　8月25日(木)
　　　　　①10時30分から
　　　　　②13時30分から
●定　員　各8人●日　時　7月26日（火）13時～15時

●場　所　学習室
●対　象（定員）
　小学4～6年生（10人）
●参加費　600円
●講　師　陶芸愛好会　石部 吉拡さん

連続講座❶英語教室　楽しく英語レッスン！　(全4回コース）

連続講座❷写真教室　思い出写真を作ろう！　～一眼レフカメラとパソコンを使って～（全２回コース）

❶陶芸体験　小物入れを作ろう！ ❷陶芸教室　大皿を作ろう！

❸木工体験　入れ物を作ろう！！ ❹工作教室　ワインコルクでネックレスを作ろう！

●場　所　カルチャールーム
●対　象　❶小学1～3年生（7人）
　　　　　❷小学4～6年生（7人）
●参加費　無料　　●講　師　小池 真未さん

●日　時　7月22日（金）・7月25日（月）
　　　　　7月27日（水）・7月29日（金）
　　　　　❶小学1～3年生　10時～10時50分
　　　　　❷小学4～6年生　11時～11時50分

2022.7.18



　※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

●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・海田東児童館　夏休み講座　海田児童館・海田東児童館　夏休み講座　海田児童館・海田東児童館　夏休み講座　

〈申し込み〉
①往復はがきの往信面に
　　・希望講座名
　　・名前（ふりがな）、学校名、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13日（水）10時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。

●日　時　８月１９日（金）
　❶９時３０分～1０時30分　❷10時50分～11時50分
●場　所　カルチャールーム
●対　象（定員）　❶小学1～３年生（15人）
　　　　　　　　❷小学4～6年生（15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

●日　時　８月9日（火）
　❶9時30分～10時30分
　❷10時50分～11時50分
●場　所　カルチャールーム
●対　象（定員・作品）
　❶小学1～3年生（10人）  ボックスティッシュケース
　❷小学4～6年生（6人）  ウォーカー型収納ボックス
●参加費　500円　　●講　師　天野 善保さん

●海田児童館　☎８２２-２２１６（FAX兼用）　　海田東児童館　☎822-9946（FAX兼用）

海田児童館 海田東児童館

●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12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。

●対　　象　小学１～6年生（先着順・各館1講座のみ）
●申し込み　7月4日（月）から電話か各児童館の窓口へ（日曜、祝日を除く9時～17時）※すべて無料。

西国街道こどもガイド養成講座西国街道こどもガイド養成講座西国街道こどもガイド養成講座
●魅力づくり推進課（役場３階）　☎823-9234 FAX.823-9203

水辺教室水辺教室水辺教室
●町民生活課（役場２階）　☎823-9219　FAX.823-7927
●海田町公衆衛生推進協議会　☎823-8503（FAX兼用）

川の中の生物を調べましょう。
●日　　時 ７月２７日（水） 10時～１２時頃（受け付け９時30分から） 
 ※雨天中止、川の増水などにより中止する場合があります。
●場　　所 海田東公民館２階大会議室（調査対象河川 三迫川）
●対　　象 小学３～６年生　　●定　員　１５人（先着順）※町内在住者優先　　●参加費　無料
●申し込み ７月１日（金）～７月１１日（月）までに町民生活課の窓口へ（土・日曜日、祝日を除く8時30分～17時）

西国街道と海田町の歴史を学んで、「西国街道こどもガイド」になりませんか？
●日　　時 第１講：7月27日（水）　9時30分～11時
　　　　 第２講：8月3日（水）　9時30分～11時30分
●対　　象 町内在住の小学5～6年生 ●定　員　15人（先着順）
●講　　師 西国街道・海田市ガイドの会 ●持ち物　筆記用具、飲み物 ●参加費　無料
●申し込み 電話で魅力づくり推進課へ（土・日曜日、祝日を除く8時30分～17時15分）

●日　時　❶7月2８日（木）・８月１日（月） 10時～10時50分
　　　　　❷7月28日（木）・8月1日（月） 11時～11時50分
　　　　　❸8月4日（木）・8月8日（月） 10時～10時50分
　　　　　❹8月4日（木）・8月8日（月） 11時～11時50分

※①陶芸体験 ②陶芸教室について写真と色が変わる可能性があります。

●場　所　カルチャールーム
●対　象（定員）　❶❷小学1～3年生（各5人）
　　　　　　　　❸❹小学4～6年生（各7人）
●参加費　500円
●講　師　河崎 優子さん

●日　時　7月26日（火）
　❶9時30分～10時30分　❷10時50分～11時50分
●場　所　学習室
●対　象（定員）　小学1～3年生（各10人）
●参加費　600円
●講　師　陶芸愛好会　石部 吉拡さん

①ジェルキャンドル作り
涼しげな透明キャンドルを作ります

●日　時　8月3日(水)
　　　　　①13時30分から
　　　　　②15時から
●定　員　各8人

②万華鏡作り
のぞいてみるとキラキラと不思議な
世界が広がるよ

●日　時　8月22日(月)
　　　　　①10時30分から　②13時30分から
●定　員　各8人

⑤夏休みクイズ（申し込み不要）
学年ごとのクイズを毎週出題します（参加賞があります）

③スノードーム作り
世界にひとつのスノードームです

●日　時　8月4日(木)
　　　　　①10時30分から
　　　　　②13時30分から
●定　員　各8人

④アートグラス（ステンドグラス風）作り
ガラス瓶に模様をつけよう

●日　時　8月25日(木)
　　　　　①10時30分から
　　　　　②13時30分から
●定　員　各8人●日　時　7月26日（火）13時～15時

●場　所　学習室
●対　象（定員）
　小学4～6年生（10人）
●参加費　600円
●講　師　陶芸愛好会　石部 吉拡さん

連続講座❶英語教室　楽しく英語レッスン！　(全4回コース）

連続講座❷写真教室　思い出写真を作ろう！　～一眼レフカメラとパソコンを使って～（全２回コース）

❶陶芸体験　小物入れを作ろう！ ❷陶芸教室　大皿を作ろう！

❸木工体験　入れ物を作ろう！！ ❹工作教室　ワインコルクでネックレスを作ろう！

●場　所　カルチャールーム
●対　象　❶小学1～3年生（7人）
　　　　　❷小学4～6年生（7人）
●参加費　無料　　●講　師　小池 真未さん

●日　時　7月22日（金）・7月25日（月）
　　　　　7月27日（水）・7月29日（金）
　　　　　❶小学1～3年生　10時～10時50分
　　　　　❷小学4～6年生　11時～11時50分
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対象 料金 受診期間 医療機関
子宮頸がん
検診 女性　２０歳から（令和５年３月末時点） １，０００円

受け付け中
令和５年３月３１日（金）

（休診日を除く）まで

指定医療機関の
中から選んでくだ
さい。
※希望する医療
機関に電話予約
してください。

乳がん検診 女性　４０歳から（令和５年３月末時点） ２，０００円

胃内視鏡検診
（胃がん検診）

５０歳から（令和５年３月末時点）
昨年度、海田町の胃内視鏡検診を受診
した人は、対象外

４，０００円

※くわしくは「検診のしおり」、がん検診受診券、海田町ホームページで確認してください。

●次の人は無料です。（ただし胃内視鏡検査は、２，０００円かかります）【無料クーポン対象者】
子宮頸がん検診　平成13年4月2日～平成14年4月1日生まれ
乳がん検診　昭和56年4月2日～昭和57年4月1日生まれ

【町民税非課税世帯】
事前に免除証明書・減額証明書の交付を保健センターで受けてください。
持ち物：運転免許証・保険証など

【生活保護世帯】
被保護者証明書を医療機関へ持ってきてください。

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を行います。カードは町内の小学校を通じて配布しますので、
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。シールがいっぱいになると記念品
がもらえます。

●対象期間　７月１日（金）～令和5年２月２８日（火）

医療機関で個別がん検診が始まりました

カイタチャレンジカードが始まります

02

03

●保健センター　 ８２３-４４１８　FAX.８２３-００２０

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

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26年8月豪雨災害では77人の尊い命が
失われるとともに、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。

このような土砂災害から町民の生命、身体および財産を守るため、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。

●建設課（役場２階）　 823-9209　FAX.823-9203

土砂災害に強いまちをめざします！
～建築物土砂災害対策改修補助制度～

01

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

未満切捨て）

申し込み
補助可能か確認させていただきますので建設課へ相

談してください。
くわしくは海田町ホームページを

確認してください。

チャレンジカード

対象対象
対象事業にはこのマークが付いています
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令和4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

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。

所得割 6.10％ 2.22％ 1.92％
資産割 3.69％ 1.44％ 1.77％
均等割 27,100円 9,800円 10,100円
平等割 17,700円 6,500円 4,900円
限度額（上限） 65万円 20万円 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

※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、給与等収入が

５５万円を超える人および公的年金等収入が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。

国民健康保険税の納税通知書を送付します04
●税務課(役場１階)　 823-9204　FAX.823-9627

令和４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）

●社会福祉課（役場1階）　☎823-9207　FAX.823-9627

パートナーシップ宣誓制度について（第3回）パートナーシップ宣誓制度について（第3回）パートナーシップ宣誓制度について（第3回）

●「第3次男女共同参画基本計画（令和5～9年度）」を策定します。

　「男女共同参画社会」の実現に向けて取り組みを進めることは、「男女」にとどまら

ず、年齢も、国籍も、性的指向・性自認に関することなども含め、多様性を尊重し、すべ

ての人が幸福を感じられる社会の実現につながります。

　新たな計画に反映するため、無作為に3,000人を抽出し、アンケートを送ります。

　届きましたら、ご協力お願いします。

パートナーシップ宣誓制度について（第3回）パートナーシップ宣誓制度について（第3回）パートナーシップ宣誓制度について（第3回）
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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。

（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

　　お口の健康やはみがきの方法について、歯科医師・歯科衛生士と一緒に学びましょう。
　　身近な質問にも答えてもらえますよ。

歯 っ ぴ ー は み が き 教 室

●日時　７月11日（月） 10時から（受け付け9時30分から）
●場所　ひまわりプラザ　　●定員　10組　　●持ち物　筆記用具、飲みもの
●申し込み　7月7日（木）までに保健センターへ

つ ど い の 広 場 で 遊 び ま せ ん か
未就園児と保護者が来て一緒に楽し

く過ごす場です。
各子育て支援センターに保育士、ひま

わりプラザには保健師などが常駐して
いますので、困
りごとなどあり
ましたらお声が
けください。
※予約不要です。

●対象　 0～2歳児と3歳以上の未就園児とその保護者
　　 （0～2歳児のきょうだいがいる未就学児は利用

可能）
●開館時間　※祝日は除く。
　ひまわりプラザ
　　月曜日～土曜日　10時～12時、12時30分～16時
　海田児童館・町民センター
　　月曜日～金曜日　9時～11時50分、12時～14時

　未就園児とその保護者を対象に、身長・体重測定と保健師などが子育て相談に応
じます。各子育て支援センターで毎月実施しています。
　子育て相談では、授乳や離乳食の相談、子どもの成長で気になることなど何でも
相談してください。

月　日 場　所 時　間 内　容
7月13日（水） ひまわりプラザ 9時30分～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（ひまわりプラザ10組）
●申し込み　各子育て支援センターへ

7月８日（金）
8月5日（金） 町民センター

9時30分～11時
7月25日（月） 海田児童館

ひ よ こ 相 談 室
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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できます。
※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

産後・各月版

催　し　名 月　日 時　間 内　容　　　　
パパママ教室
（沐浴編） ８月６日（土） １３時30分～

1５時３0分
・沐浴体験、育児用品について
●対象　妊婦と家族　●申し込み　７月６日（水）から

プレママ教室
（育児の実践編） ７月2３日（土） 1０時～

1１時30分
・母乳育児　・育児技術　・産後の赤ちゃんとの生活について
●対象　妊婦と家族

産後ママのための休憩室
（ベビーマッサージ）

①７月15日(金)
②8月19日(金)

10時～
11時30分

●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　各１枚
●申し込み　①受け付け中 ②7月19日(火)から

産後ママのための休憩室
（骨盤ケア・べびぃケア）

８月２３日（火）
10時～
11時30分

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
（2回シリーズ）
●対象　妊婦・乳児と保護者　※初回の人優先。
●持ち物　バスタオル　●申し込み　７月２５日（月）から８月３０日（火）

助産師の相談室 7月14日（木）
8月  3日（水）

9時～12時
（1人30分程度）

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 月　日 場　所 時　間 内　容

どんぐり相談 ①７月26日(火)
②8月8日(月) 保健センター 13時30分～16時30分

子どもの成長、発達についての相談
●対象　幼児～学童
●相談員　①公認心理師　片木 惠子さん
　　　　　②公認心理師　池田 晴美さん
●申し込み　保健センターへ

育ちの応援　　※要予約。

海田幼稚園 ☎823-5635 7月30日（土）10時30分～
11時30分（雨天中止）

海田みどり幼稚園 ☎822-4359 7月6日（水）10時45分～
11時30分（雨天中止：要予約）

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

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 ☎516-8027 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
☎824-1225（ひまわりプラザ）

7月1日（金）・7月8日（金）・
7月15日（金） 10時～11時

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

10時～
11時30分

7月12日(火) 7月13日(水) 7月13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26日(火) 7月20日(水) 7月20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15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19日(火)

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

離乳食教室
～ステップ1～ 7月5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　 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（受け付け中）

離乳食教室
～ステップ２～ 8月2日（火） 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　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１日（金）からひまわりプラザへ
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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のため、イベントを中止する場合があります。
イベントに参加する場合、マスクを着用してください。

●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～

かい　た　いち

西国街道・海田市ガイドの会

●日程　7月23日（土）
●集合　9時にJR海田市駅北口
●申し込み　7月15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16日（土）
●集合　9時30分にJR海田市駅北口
●申し込み　7月8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。

●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　100円（保険代を含む）
●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9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　7月4日（月）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
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

り」

第５回盆踊り大会は中止します

海田小学校区自治会連合会主催の第５回盆踊り大会は、コロナウイルス感染症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)
　☎823-9225

灯りと共に

　西日本豪雨災害『あの日を忘れない』、また、皆さんからの
温かい支援の『手』に感謝し、追悼と鎮魂の祈りを込めて、灯
りを点します。
　15時から神社入口にメッセージを書くスペースを用意し
ています。
　『かいた手しごと夜市』も同時に行います。
●日時　7月30日（土）15時～20時　※雨天中止。
●場所　熊野神社境内（入場無料）

●かいた幸ぼう　☎050-3577-6769

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！

海田町魅力フォトコンテスト作品募集中！

　海田町の“魅力”をとらえた写真、海田町花「ひまわり」を被写体とした
写真をテーマとする魅力フォトコンテストを行います。どなたでも応募できます。
　あなたが見つけた“海田町の魅力”を教えてください！
●募集期間　10月10日（月・祝）まで
●応募方法　郵送、メール、インスタグラム
くわしくは海田町ホームページを確認してください。

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

「海田町グローバルイングリッシュサマーキャンプ」児童募集
●海田町国際交流協会
　☎823-7611（FAX兼用）

●日程　8月2日(火)～8月4日(木)　2泊3日
●場所　国立江田島青少年交流の家
●費用　一人12,000円自己負担（49,500円協会補助）
●募集人数　30人（町内在住の小学４～６年生）
●参加条件　海田町国際交流協会ホームページまたはチラシを確認してください。
●説明会　福祉センター 多目的ホール　7月3日(日)10時からまたは7月5日(火)19時から
●申し込み
　はがきに住所、参加者氏名(ふりがな)、生年月日、性別、学校名、学年、保護者氏名、電話番号を記入の上、7月
12日(火)までに海田町国際交流協会へ（必着）
●宛て先　〒736-0066 海田町中店8-33　海田町国際交流協会宛て
※申し込み多数の場合は抽選します。
※最少催行人数が25人に満たない場合は中止します。
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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のため、イベントを中止する場合があります。
イベントに参加する場合、マスクを着用してください。

●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～

かい　た　いち

西国街道・海田市ガイドの会

●日程　7月23日（土）
●集合　9時にJR海田市駅北口
●申し込み　7月15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16日（土）
●集合　9時30分にJR海田市駅北口
●申し込み　7月8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。

●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　100円（保険代を含む）
●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9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　7月4日（月）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
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

り」

第５回盆踊り大会は中止します

海田小学校区自治会連合会主催の第５回盆踊り大会は、コロナウイルス感染症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)
　☎823-9225

灯りと共に

　西日本豪雨災害『あの日を忘れない』、また、皆さんからの
温かい支援の『手』に感謝し、追悼と鎮魂の祈りを込めて、灯
りを点します。
　15時から神社入口にメッセージを書くスペースを用意し
ています。
　『かいた手しごと夜市』も同時に行います。
●日時　7月30日（土）15時～20時　※雨天中止。
●場所　熊野神社境内（入場無料）

●かいた幸ぼう　☎050-3577-6769

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！

海田町魅力フォトコンテスト作品募集中！

　海田町の“魅力”をとらえた写真、海田町花「ひまわり」を被写体とした
写真をテーマとする魅力フォトコンテストを行います。どなたでも応募できます。
　あなたが見つけた“海田町の魅力”を教えてください！
●募集期間　10月10日（月・祝）まで
●応募方法　郵送、メール、インスタグラム
くわしくは海田町ホームページを確認してください。

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

「海田町グローバルイングリッシュサマーキャンプ」児童募集
●海田町国際交流協会
　☎823-7611（FAX兼用）

●日程　8月2日(火)～8月4日(木)　2泊3日
●場所　国立江田島青少年交流の家
●費用　一人12,000円自己負担（49,500円協会補助）
●募集人数　30人（町内在住の小学４～６年生）
●参加条件　海田町国際交流協会ホームページまたはチラシを確認してください。
●説明会　福祉センター 多目的ホール　7月3日(日)10時からまたは7月5日(火)19時から
●申し込み
　はがきに住所、参加者氏名(ふりがな)、生年月日、性別、学校名、学年、保護者氏名、電話番号を記入の上、7月
12日(火)までに海田町国際交流協会へ（必着）
●宛て先　〒736-0066 海田町中店8-33　海田町国際交流協会宛て
※申し込み多数の場合は抽選します。
※最少催行人数が25人に満たない場合は中止します。
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平成27年11月から「いきいき百歳体操」に取り組み始め、７年目を
迎えています。誰かが欠席すると近所の人が安否を確認し、地域が
つながるきっかけとなっています。
みなさん「楽に立ち上がれるようになった」「足や腰の痛みが軽く

なった」などの効果を実感されています。

町内30カ所で、住民の皆さんが「いきいき百歳体操」に取り組んでいます
今回は、町内で最初に活動を始めた「中店自治会　いきいき百歳体操」を紹介します

きらりん☆はつらつだより vol.4
長寿保険課（役場1階）　☎823-9609　FAX.823-9627

毎週月曜日13時30分から（織田幹雄スクエア）

世話人

高齢者の皆さんのはつらつ生活を応援します！

みんなでわいわい楽しくやることが長続きのコツ。
地域がさらに元気になる「いきいき百歳体操」はおすすめです。

ひとりではなかなか続かない運動も、地域ぐるみで取り組むことで楽しく継続することができ、体力の向上に加え閉じ
こもりや認知症予防にもつながって、地域の元気づくりを支えています。

5/25 6/11
ありがとうございました
株式会社東洋シート

●海田東公民館　☎823-2711　FAX.824-2311

　株式会社東洋シートよりSHAINS CHAIR（シャインズチェア）
の寄附をいただきました。
　寄附いただいたSHAINS 
CHAIRは、海田東公民館で
使用させていただきます。
　現在はロビーにも展示し
ていますので、ぜひ座り心地
を体感しに来館してください。

避難に備えた
防災訓練

●防災課（役場２階）
　☎823-9208　FAX.823-7927

　避難に備えた防災訓練を実施しました。
　大雨による土砂災害および浸水害の発生が予想される状
況を想定し、実災害発生時と同様の対応を行いました。
　また、住民の皆さんは、避難指示の発令に応じ、自らの判断
により避難行動を行い、193人が避難所へ避難しました。
　早朝からの訓練実施にご理解、ご協力をいただきありがと
うございました。

5/24

株式会社キーレックスと
災害時における一時滞在場所
としての使用に関する協定を締結

●防災課（役場2階）　☎823-9208　FAX.823-7927

　株式会社キーレックスと、災害時における一時滞在場所と
しての使用に関する協定を締結しました。
　これは、災害が発生もしくは発生する恐れがある時に、株
式会社キーレックス本社
施設を一時滞在場所とし
て使用させていただくもの
です。

5/30
おめでとうございます!
令和４年春の叙勲受章

●学校教育課（加藤会館2階）
　☎823-9216　FAX.823-9256

　元海田小学校校長 佃 照樹さんに令和４年春の叙勲「瑞宝
双光章（ずいほうそうこうしょう）（教育功労）」を伝達しました。
　春秋叙勲は、国家または公共に対する功労のある者に対し
て授与される勲章です。
　この度は、学校教育の振
興に貢献し、特に功績が顕
著であると認められて受章
が決定したものです。
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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時～２１時） ☎０１２０-７６１-７７０
    　（フリーダイヤル）

問い合わせ

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。
海田町公式LINEの友だち登録をすると、最新情報をLINEで受け取ることができるのでおすすめ
です。

新型コロナウイルスワクチン接種

新型コロナウイルス感染症に感染した人の
災害時における避難行動について

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

●防災課（役場２階）　 823-9208　FAX.823-7927

４回目接種について
　現在、新型コロナウイルスワクチンの４回目接種を行っています。
●対　象　３回目ワクチンの接種から５カ月が経過した人のうち、
　　　　　・６０歳以上の人
　　　　　・１８歳以上で基礎疾患を有する人、その他重症化リスクが高いと医師が認める人
●接種券　・６０歳以上の人…３回目接種から５カ月が経過する月の前月末までに発送。
　　　　　　　　　　　　　※３回目接種後に海田町へ転入した人は申請が必要です。
　　　　　・ 1８歳以上で基礎疾患を有する人など…接種券の発行には申請が必要です。申請書（保健セ

ンター窓口、海田町ホームページなどで確認できます）を保健センターへ提出してください。
後日、接種券を自宅に郵送します。※接種記録の状況によっては、接種済証の提出をお願い
する場合があります。

●その他　 集団接種は７月14日（木）から順次開始します。６０歳以上の人で、３回目を集団接種で接種した
人については、日時・会場などを指定したお知らせを送付します。

その他、接種については、接種券に同封するお知らせを確認してください。

１～３回目接種について
・１・２回目接種を希望する人…コールセンターへ問い合わせてください。
・ ３回目接種を希望する人…集団接種を希望する場合はコールセンターへ、医療機関での接種を希望する

場合は直接各医療機関へ問い合わせてください。
※ 医療機関での接種の場合、１２～１７歳はコールセンターで予約を受け付ける場合があります。くわしくは

接種券に同封しているお知らせを確認してください。

　大雨や台風の際、災害の恐れがある地域にいる人は、安全な場所へ避難してください。避難先が海田町
指定の避難所などの場合は、避難行動を起こす前に防災課まで連絡してください。
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ふれあいサマーコンサートイベント

　 海田町文化スポーツ協会
☎516-5525
問

　講座会員・団体会員などによるコーラス・器楽アンサン
ブルなどの洋楽のコンサートを開演します。
●日時　７月３１日（日）１３時３０分開演（１2時30分開場）
●場所　織田幹雄スクエア ホール
●定員　２５０人
●入場料　無料
　13時からグランドピアノ受納式を行います。

災害写真パネルの展示イベント

　 防災課（役場２階）
☎823-9208　FAX.823-7927
問

　平成３０年７月豪雨災害に係る追悼献花式にあわせ、災
害写真パネルを展示します。
●日時　７月６日（水）～８月３１日（水）
●場所　町民センター、織田幹雄スクエア、
　ひまわりプラザ、福祉センター、海田町役場

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、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9日（土） 7月23日（土）

図書館

絵本の読み聞かせ
テーマ「海」

絵本の読み聞かせ
テーマ「天体」

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1日（金） 7月15日（金） 8月5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

　7月の読書のテーマは「山と海に親しむ夏」です。
　今月は山や海にまつわる本を展示しています。
●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29日（金）（図書整理日）

　 町立図書館
☎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

　 織田幹雄スクエア
☎822ｰ7373　FAX.824ｰ1125
問

　座敷棟・庭園、角屋を公開します。簀戸（すど）や蚊帳（か
や）など建具が夏のしつらえになっています。
●日時　７月８日（金）～７月１１日（月） １０時～１６時
　　　　７月２２日（金）～７月２５日（月） １０時～１６時
●場所　旧千葉家住宅
●対象　どなたでも
●申し込み　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。

　植物は当日抽選で決めます。（予定）
●日時　７月２３日（土） １０時～１２時
●場所　旧千葉家住宅 角屋周辺
●対象　どなたでも（幼児は保護者同伴）
●定員　１０人(先着順)
●講師　田川 房雄さん
●参加費　５００円
●申し込み　7月5日（火）9時から電話
　または窓口で申し込んでください。

今月の催し
和文化体験「こけ玉づくり」

海田町手話奉仕員
養成（入門）講座イベント

　 海田町社会福祉協議会
☎820-0294　FAX.820-0293
問

　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　８月１日（月）から毎週月曜日（祝日などによる休みあ
り）（全18回）１０時～１２時
●場所　福祉センター
●対象　手話に興味がある人（手話経験のない人でもOK）
●定員　10人程度
●費用　３，３００円（テキスト代）
●申し込み　電話または窓口へ

チャ
レンジカード

対象

チャ
レンジカード

対象
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公民館で千羽鶴を折ろうイベント

　 海田東公民館
☎823-2711　FAX.824-2311
問

　今年も平和学習の一環として、誰でも自由に参加できる
『公民館で千羽鶴を折ろう』を行っています。
●日時　７月２９日（金）までの９時～１７時１５分（日曜、祝日を除く）
●場所　海田東公民館　ロビー
●参加方法　事務室で折り紙を
受け取り、ロビーで折ります。
折った折り鶴は回収箱に入れ
てください。
　　期間中、折った折り鶴は、廊下の展示ガラスケースに
入れて展示しています。

40歳

年齢 生年月日

平成13年4月2日～
平成14年4月1日

昭和56年4月2日～
昭和57年4月1日

子宮頸がん検診無料

乳がん検診無料

検診の種類

健　康 7月24日（日）午前中 大腸がん検診
検便の提出できます

　 保健センター
☎823-4418　FAX.823-0020
問

　大腸がんは進行するまでほとんど自覚症状が
ないため、年1回の検便検査で早期に発見しましょう。
　7月24日（日）は9時から12時の受け付けします。
　また、7月の最終受け付け日は7月28日（木）です。
●場所　保健センター
●対象　40歳以上（令和5年3月末時点）
●検査費用　1件につき300円
　　　　　　※町民税非課税世帯は無料。
●申し込み　電話で保健センターへ

健　康 無料クーポン券を使って
女性がん検診を受けましょう

　 保健センター
☎823-4418　FAX.823-0020
問

　令和４年度子宮頸がん・乳がん検診無料クーポン券を対
象の人に送付しています。この無料クーポン券は海田町が
行う集団健診・個別検診で使用することができます。がんは
早期発見・早期治療が大切です。この機会にぜひ、がん検診
を受けましょう。
●有効期限　令和5年3月31日（金）
※転入などで無料クーポン券が届いていない人は発行しま 
　すので、保健センターに本人確認書類（運転免許証、保険
証など）を持ってきてください。
●対象者（女性のみ）

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

　入会説明会を開催します。
●日時　7月12日（火）、7月26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、介護ヘルパー、育児支援（看護師または保育
士を含む） など

20歳

子ども講座イベント

　 町立図書館
☎823-3215　FAX.824-3315
問

①海の生き物について学ぼう
　干潟の生物の話を聞いて触れてみよう。
②本の帯を作ってみよう！
　自分の好きな本の帯を作って、本を紹介しよう！
●日時　①7月28日（木） 午前の部10時～11時30分
　　　　　　　　 　　  午後の部13時30分～15時
　　　　②7月30日(土) 13時30分～15時30分
●場所　図書館２階学習情報室
●対象　小学生
●定員　各１０人（先着順）
●講師　①宮島水族館スタッフ　② 三桝 正典さん
●持ち物　①タオル　②ハサミ
●参加費　無料
●申し込み　①7月5日(火)、②7月8日(金)の9時30分から
保護者の人が電話で申し込んでください。

チャ
レンジカード

対象

リトミック教室イベント

　 海田総合公園
☎824-2433　FAX.824-2434
問

　楽しく音楽と触れ合いながら、身体的、感覚的、知的
な基礎能力を伸ばし、育てる教室です。赤ちゃんから幼児
まで、お母さんと一緒に参加してください♪
●日時　7月13日（水） 10時30分～11時30分
●場所　海田総合公園　会議室
●対象　未就学児
●定員　10人程度
●講師　小野 ますみさん
●参加費　500円
●申し込み　海田総合公園管理事務所（予約可）
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健　康 健康相談

　 福祉センター
☎８２３-７５００　FAX.823-1411
問

●内容　保健師による個別健康相談、血圧測定、検尿
●対象　40歳以上
●費用　無料（申し込み不要）
●日程　7月12日（火）１３時３０分～1４時３０分
●場所　福祉センター

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

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。

対　　象:本人または家族など
申し込み：保健センターへ（電話可）

●さくらの会（精神障害者家族の会）

日時

内容

8月8日（月）13時30分～15時

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（祝日を除く）9時～16時 

精神保健福祉士が心の不安、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：7月14日（木）までに
　　　　 保健センターへ（電話可）
相　　談：地域生活支援センター
　　　　  モルゲンロート
　　　　  精神保健福祉士　三宅 克己さん

●こころの相談室（精神保健福祉相談）

日時

内容

７月20日（水）13時30分～15時30分

健　康 集団健診のご案内

　 保健センター
☎823-4418　FAX.823-0020
問

　生活習慣病やがんは早期に見つけることが大切です。早
期発見のカギは、定期的に健診を受けることです。ぜひこの
機会に受けましょう。
●日時　9月23日（金・祝）、9月24日（土）8時30分～11時
30分

●場所　福祉センター
●健診の種類　
　・基本健診(特定健康診査、後期高齢者健康診査など)
　・各種がん検診（肺がん・胃がん・大腸がん・前立腺がん・
子宮頸がん・乳がん）

　・肝炎ウイルス検診
　・骨粗しょう症検診
●申し込み　8月26日（金）までに電話で保健センターへ

健　康 「ひろしまGENKI体操」教室参加者募集
　 長寿保険課（役場１階）
☎823-9609　FAX.823-9627
問

　「骨トレ」「脳トレ」「ダンス」で認知力アップ、健康寿命を延
ばしましょう。初回と13回目に体組成や骨密度などの計測
（追加費用不要）を行い、プログラムの効果を検証します。
●日時　13時～１４時３０分

●場所　町民センター ３階
●対象　６５歳以上で、医師から運動を止められていない
人（血圧が160mmHg／100mmHg以下の人）

●定員　30人  (定員を超えた場合は抽選)
●講師　生協ひろしまトレーナー
●参加費　1,500円（全13回分）
●申し込み　８月１３日（土）までに電話で生協ひろしまへ
（☎0120-500-935）

回数
1
2
3
4
5
6
7

回数
8
9
10
11
12
13

10月28日（金）
11月  4日（金）
11月11日（金）
11月18日（金）
11月25日（金）

9月  2日（金）
9月  9日（金）
9月16日（金）
9月30日（金）
10月  7日（金）
10月14日（金）
10月21日（金）

日にち 日にち

令和５年２月１７日（金）
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　 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。事前の予約などが必要な場合がありま
す。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16日（土） １３時３０分～１５時３０分
　●場所　海田町シルバープラザ
　●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27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

　生後９１日以上の犬の所有者に対し、狂犬病予防法など
により毎年１回６月３０日までに狂犬病予防注射を受けさせ
ることが義務付けられています。令和４年度狂犬病予防注
射済票（黄色）を持っていない人は早急に動物病院で狂犬
病予防注射を受けてください。
　注射済票の交付が確認できない場合は、電話催告、戸別
訪問などを行います。

狂犬病の予防注射はお済みですかお知らせ

　 町民生活課（役場２階）
☎823-9219　FAX.823-7927
問

　野良猫への無責任な餌やりにより、頭数の増加や糞尿に
よる被害などが生じます。周辺の生活環境が損なわれるよ
うな無責任な餌やりについては、動物の愛護および管理に
関する法律に基づく指導対象となります。また、原則として
野良猫の引き取りは行いません。
　野良猫による問題の解決策としての「地域猫活動」とは、
地域住民が主体となり、地域の野良猫に不妊去勢手術を行
い、餌やりや糞尿の処理などのルールを定めて適切に管理
していく活動です。この活動に取り組むことで、野良猫によ
るトラブルを減らすとともに不幸な野良猫の数を減らし、住
みよい地域にしていくことができます。
　広島県では、地域猫活動に対し、不妊去勢手術の支援制
度を設けています。くわしくは広島県動物愛護センターへ。

野良猫への無責任な餌やりは
やめましょうお知らせ

　 広島県動物愛護センター
☎0848-86-6511　FAX.0848-86-3720
町民生活課（役場2階）　☎823-9219　FAX.823-7927

問

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　7月9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
窓口を毎週木曜日（祝日を除く）に開設します。

●今月の臨時窓口　7月7日（木）、7月14日（木）、
　7月21日（木）、7月28日（木） 17時15分～19時
●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。

今月の住民課窓口休日開庁日

新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、
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。
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　現在持っている受給者証の有効期限は７月３１日（日）まで
です。８月１日（月）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
請書を送付しています。
※所得などの制限があります。くわしくは担当課に問い合
わせてください。海田町ホームページでも確認できます。
●対象　
　重度心身障害者医療費支給制度
　・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。
　精神障害者医療費支給制度
　　精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている人
で、自立支援医療受給者証（精神通院）の交付を受けてい
る人
　ひとり親家庭等医療費支給制度
　　平成１６年４月２日生まれ以降の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

重度心身障害者医療費、
精神障害者医療費、
ひとり親家庭等医療費の受給者証の
更新手続きが必要です

お知らせ

　 【重度心身障害者医療費、精神障害者医療費支給制度】
　  社会福祉課(役場１階)　☎823-9207　FAX.823-9627
　 【ひとり親家庭等医療費支給制度】
　  こども課(役場１階)　☎823-9227　FAX.823-9627

問

お知らせ

　 広島県ナースセンター（広島県看護協会）
☎293-9786
問

　就職前に研修を受けたい、手始めに短時間の仕事をした
い、資格を生かして働きたいなどの相談を看護職の相談員
が聞きます。
●日時　7月15日（金）13時30分～15時30分
●場所　保健センター
●対象　就職相談をしたい看護職の人
　（子どもの同伴可）
●参加費　無料
●申し込み　不要

看護職のための出張相談
「もう一度働きたい！」を応援します」

　放送大学は、２０２２年１０月入学生を募集しています。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、約３００
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　９月１３日（火）まで
　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　くわしくは放送大学広島学習センターへ

放送大学 入学生募集のお知らせお知らせ

　 放送大学広島学習センター
☎247-4030　FAX.247-4461
問

　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） ！
　同時発売のサマージャンボミニは、１等３，０００万円 ！
　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５日（火）～８月５日（金）
●価格　１枚３００円
●抽選日　８月１７日（水）

サマージャンボ宝くじ販売お知らせ

　 公益財団法人広島県市町村振興協会
☎223-6545
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（日）で満了となるため、７月下旬に新しい「水色」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、７月３１日（日）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（月）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。

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）
☎823-9206　FAX.823-9627
問
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ふるさと館の臨時休館お知らせ

　 生涯学習課（加藤会館２階）
☎823-9217  FAX.823-9256
問

　空調設備の修繕のため、臨時休館をします。
●期間　７月１２日（火）～７月２１日（木）
※本の返却は、返却ポストに入れてください。

７月は〝社会を明るくする運動〟
強調月間ですお知らせ

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

　「社会を明るくする運動」は、すべての国民が、犯罪や非
行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を
深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行の
ない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な
運動です。自分には何ができるのかを考えてみませんか。

国民年金保険料の免除・猶予制度の
令和４年度分の申請を受け付けますお知らせ

　 住民課（役場１階）　☎823-9206　FAX.823-9627
　 広島南年金事務所　☎253-7710
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
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。
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
　収入が減少し、所得が相当程度まで下がった場合、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ま
す。それぞれの基準に該当する場合は免除が適用されます。
●審査の対象となる期間　
　令和４年７月分～令和５年６月分
　※令和４年度以前の期間についても、申請
　月の２年１カ月前の月分までさかのぼって
　免除・猶予を申請できます。くわしくは日本年
　金機構ホームページを確認してください。

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

お知らせ

　 防災課（役場２階）
☎823-9208　FAX.823-7927
問

　平成３０年７月豪雨災害から４年を迎えるにあたり、災害
により犠牲となった全ての皆さんに哀悼の誠を捧げ、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（水）１０時～１５時
●場所　町民センター　３階ホール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。（先着順）

平成３０年７月豪雨災害に係る
追悼献花

7月1日から資源物の持ち去り行為は
罰則の対象になりますお知らせ

　 環境センター　☎823-4601（FAX兼用）
　 町民生活課（役場2階）　☎823-9219　FAX.823-7927
問

●罰則規定　２０万円以下の罰金
●対象となる資源物　海田町が収集している場所(資源物
ステーション)に出されている資源物（紙類・布類・金属類・
ペットボトル・ビン類など）
　「資源物持ち去り禁止シート」を広報かいた７月号に折り
込んでいます。また、海田町ホームページに掲載しています
ので、印刷し、新聞や雑誌の上に置いて十文字にしばって
出すなど資源物の持ち去り防止に活用してください。
※「資源物持ち去り禁止シート」は環境センターおよび町民
生活課でも配布しています。

　資源物の持ち去り現場を目撃した場合は、環境センター
または町民生活課に連絡してください。
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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・整形外科・外科（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。

令和4年度の重点取り組み④　～快適で住みよい都市づくり～
　海田町では「第５次海田町総合計画」に掲げるめざすべき都
市像を具体化していくため、昨年度、町にとって重要な意味を
持つ、３つの計画を策定しました。
　「海田町国土強靭化地域計画」は、大規模自然災害から町民
の皆さまの生命や財産を守るとともに、強靱な地域づくりを計
画的に推進していくものです。
　また、「海田町都市計画マスタープラン」と「海田町立地適正
化計画」は、快適で住みよい都市づくりを推進し、コンパクトシ
ティの実現に取り組んでいくものです。
　このうち「都市計画マスタープラン」および「立地適正化計
画」では、海田市駅周辺の「中心拠点」と、海田東地区の「地区
拠点」の２つの拠点を設定しております。
　「中心拠点」については、より利便性が高くにぎわいがある
地区とするため、今年度は、めざすべき方向性や将来像の実
現に向けて、まちづくりの基本構想を策定してまいります。
　また、「中心拠点」に位置する新庁舎についても、来年９月の

町長

開庁に向け、着実に事業を推進してまいります。
　それに加えまして、「地区拠点」においては、地区の拠点とな
る施設の整備に向け、今年度、基本構想を策定してまいりま
す。
　こうした拠点性の向上に向けた取り組みに併せて、町内の
どこに住んでいても利便性を享受できるようにするため、今年
度は、交通ネットワークの利便性向上に向けて、新畝橋の詳細
設計などを行ってまいります。
　それぞれの取り組みについて、
今後、アンケートやヒアリング調査
などさまざまな方法によって、町民
の皆さまのご意見をしっかりとお伺
いしながら進めてまいりますので、
皆さまのご理解とご協力をお願い
します。

コラム 西田祐三
海田町長

7月  3日(日) まりあ眼科クリニック
7月10日(日) 寺沢耳鼻咽喉科医院
7月17日(日) 高橋医院
7月18日(月・祝) ちえ内科クリニック
7月24日(日) 山野上内科クリニック
7月31日(日) よしだ内科呼吸器科

 （窪町　☎821-1166）
(窪町　☎824-1187)

(南堀川町　☎823-4602)
(幸町　☎847-6500)
(稲荷町　☎823-7272)
(西浜　☎821-2512)
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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5日（火）

７月14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（申し込み不要）福祉センター毎週木曜日

（７月１４日を除く）

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
（月）（木）（土）

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。
メールの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
https://fs.hiroshima-josanshikai.com/

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

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。特定非営利活動法人 FOOT&WORK ☎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（要予約）

●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

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
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/
soshiki/248/ninsin110-soudan.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）






