










●第２弾の対象
・新たにマイナンバーカードを作る人
・�既にカードを作成し、マイナポイント第１弾に申し込んで
いない人
※�マイナポイント第1弾に申し込んだ人も、マイナンバー
カードに健康保険証としての利用申し込みや公金受取口
座の登録をすることで、さらにポイントを受け取ることが
できます。

�注意事項�
・�マイナポイントを受け取りたい人は、９月末までにマイナンバーカードの
申請が必要です。それ以降の申請は、ポイントが付与されません。
・�マイナンバーカードの申請には交付申請書が必要です。マイナンバー
カードをまだ申請していない人には、７月末ごろから順次申請用紙が届
きます。申請用紙がない場合は住民課に問い合わせてください。
・�マイナンバーカードは申請から受け取りまで２カ月以上かかることがあ
ります。
・�マイナンバーカードに、健康保険証としての利用申し込みや、公金受取
口座を登録し、併せてマイナポイントの申し込みをした場合にマイナポイントが付与されます。

マイナポイント第２弾が始まっています！01
●住民課（役場１階）　 823-9205　FAX.823-9627

マイナポイントについて
くわしくはこちらから
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ご長寿をお祝いして、9月に対象の人に祝品・祝金を贈呈します。
対象者は8月1日（月）に町内に居住している人で、各対象年齢になられる人です。
対象者には、8月中旬に案内を送ります。

●敬老祝品
対象者（誕生日） 祝品

75歳（昭和22年1月2日〜昭和23年1月1日）

選べる特産品ギフト
80歳（昭和17年1月2日〜昭和18年1月1日）
85歳（昭和12年1月2日〜昭和13年1月1日）
90歳（昭和7年1月2日〜昭和8年1月1日）
95歳（昭和2年1月2日〜昭和3年1月1日）

●敬老祝金
対象者（誕生日） 祝金の額

77歳（昭和20年1月2日〜昭和21年1月1日） 5,000円
88歳（昭和9年1月2日〜昭和10年1月1日） 10,000円
100歳以上（大正12年1月1日以前） 30,000円

敬老祝品の贈呈

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

03
●長寿保険課（役場１階）　 823-9609　FAX.823-9627

02
●こども課（役場１階）　 823-9227　FAX.823-9627

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯の
支援のため給付金を支給します。支給対象者の該当要件によって、申請手続が異
なります。くわしくは海田町ホームページで確認してください。

●支給金額　対象児童1人当たり一律5万円
●支給対象者

ひ
と
り
親

世
帯
分

①令和4年4月分の児童扶養手当受給者
②公的年金などの受給により令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
③�新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同水準
となった人

ひ
と
り
親
世
帯

以
外
分

次の養育要件のいずれかに該当し、かつ所得要件のいずれかに該当する人
【養育要件】　①�令和4年4月〜令和5年3月のいずれかの月分の児童手当・特別児童扶養手当

受給者
　　　　　　②�高校生など（平成16年4月2日〜平成19年4月1日生まれ）のみを養育している人
【所得要件】　①令和4年度住民税が非課税
　　　　　　②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて非課税相当の収入となった人

●締め切り　令和5年2月28日（火）
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かいたひがししょうがっこうユアーズ

かいた
ちゅうがっこう

セブン
イレブン

まんそう

エネオス

あいているじかんは
げつようび～どようび
９じ～１２じ　１じ～５じ

おやすみは
にちようび、しゅくじつ
ねんまつねんし

ほうかごこどもきょうしつでは
べんきょうをしたり、さくひんをつくったりするよ！

問い合わせ：海田児童館(☎822-2216)・海田東児童館(☎822-9946)

ボードゲームいちりんしゃ ハロウィンスウィーツボックスせいさく（ハロウィン）ドミノ

町民センター内 寺迫1-1-29
☎822-9946

かいたひがしじどうかん

かいたじどうかん
幸町5-7
☎822-2216

いろんなことをして
あそべるね

ほかにも
たくさんあるよ

じどうかんって、ほうかごやどようび・なつやすみなどに、しょうがくせいがあそびにくるところだよ。
ともだちとあそんだり、べんきょうしたり、たのしいことをいっぱいしよう！！
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●建設課（役場2階）　☎823-9209　FAX.823-9203

　平成30年７月豪雨災害により被害を受けた地域の復旧事業の進捗状況です。
　今後も本復旧の早期完了に取り組みます。

事業者箇所名 完了予定 コメント

町道２号線
楠木谷川
東唐谷川
唐谷川（下流）
三迫川

三迫川左支川
西ノ谷川支川
西ノ谷川
明飛川

南幸川・南幸町
瀬野川左岸
奥之谷川
瀬野川
瀬野川
串掛林道
栃木橋

唐谷川（上流）

町
県
県
県・町
県・町
県
県・町
県・町
町
県
県
県
県
県
町
町
県・町

100%❶
❷
❸
❹
❺
❻
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❾
10
11
12
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14
15
16
17

完了
R4年度
完了
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R4年度
R4年度
完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了
完了

砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。
砂防えん堤整備に向けて、調査業務を実施中です。

石原橋付近の護岸の復旧が含まれています。
国信橋から上流側の土砂を撤去しました。
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※6月末時点※国の補助金を活用した災害復旧工事について記載しています。（町施工分については完了しています）
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04 災害復旧事業の進捗状況
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「テレビをみながら筋力アップ」

きらりん☆はつらつだより vol.5
長寿保険課（役場1階）　☎823-9609　FAX.823-9627

②つま先立ち
（30～50回）

足を骨盤の幅に開き、
安定した姿勢をとる。
かかとをゆっくり上げ、
ゆっくり下ろす。

高齢者の皆さんのはつらつ生活を応援します！

　いつもの生活に自宅でできる簡単な運動を取り入れて、フレイル（介護が必要になる前段階の状態）を予
防しましょう。

はじめる前の注意点
●転倒しないように、必ずつかまるものがある場所で行いましょう。
●ご自身の無理のない程度に行ってください。心配な人は、主治医に相談のうえ、その指導を守って、運動
を行なってください。
●動作中は息を止めないようにします。
●足の筋肉にしっかり力が入っているか、意識しながらゆっくり行いましょう。

国立長寿医療研究センター・東浦町作成 『健康長寿教室テキスト第2版』P37より引用

①ももを上げる運動
（30～50回）
片足をゆっくり上げ、
ゆっくり下ろす。

反対の足も行いましょう。

かいたひがししょうがっこうユアーズ

かいた
ちゅうがっこう

セブン
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まんそう
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あいているじかんは
げつようび～どようび
９じ～１２じ　１じ～５じ

おやすみは
にちようび、しゅくじつ
ねんまつねんし

ほうかごこどもきょうしつでは
べんきょうをしたり、さくひんをつくったりするよ！

問い合わせ：海田児童館(☎822-2216)・海田東児童館(☎822-9946)

ボードゲームいちりんしゃ ハロウィンスウィーツボックスせいさく（ハロウィン）ドミノ

町民センター内 寺迫1-1-29
☎822-9946

かいたひがしじどうかん

かいたじどうかん
幸町5-7
☎822-2216

いろんなことをして
あそべるね

ほかにも
たくさんあるよ

じどうかんって、ほうかごやどようび・なつやすみなどに、しょうがくせいがあそびにくるところだよ。
ともだちとあそんだり、べんきょうしたり、たのしいことをいっぱいしよう！！
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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

（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

　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。

　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。

歯 っ ぴ ー は み が き 教 室ファミリー・サポート・センター講習会

●日時　９月１２日（月）
　　　　10時〜11時30分（受け付け9時30分から）
●場所　海田児童館
●対象　0歳〜未就園児の親子
●講師　コアラ小児歯科　歯科医師、歯科衛生士
●定員　10組
●持ち物　筆記用具、飲み物
●申し込み　９月7日（水）までに保健センターへ

●日時　8月22日（月）
　　　　10時〜11時30分（受け付け9時30分から）
●場所　ひまわりプラザ
●対象　町内在住者
●定員　1２人　※AED講習時のみ託児あり。
●持ち物　筆記用具、飲み物
●申し込み　各子育て支援センターへ

家 族 講 座 　 運 動 会幼 稚 園 の 先 生 と あ そ ぼ う ！
家族そろって運動会！いろいろ

なプログラムを用意しています。
家族で一致団結、みんなで楽し
みましょう！
●日時　9月１７日（土）10時〜11時30分
●対象　1歳〜未就園児とその家族
●講師　SiNグループ　田中�信行さん
●定員　1２組
●持ち物　飲み物
●申し込み　�８月８日（月）から各子育て支援センターへ

子育て支援センターに幼稚園の先生・認定こども園
の先生が来てくれます。一緒に楽しく遊びましょう！

月　日 場　所
こうわ認定
こども園海田

9月2日（金） ひまわりプラザ

海田幼稚園 9月5日（月） ひまわりプラザ
東海田幼稚園 9月15日（木） 町民センター
海田みどり幼稚園 9月28日（水） ひまわりプラザ

●日時　①10時〜10時50分②11時〜11時50分
●対象　未就園児とその保護者
●持ち物　飲み物　●定員　各15組
●申し込み　８月８日（月）から各子育て支援センターへ
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催　し　名 月　日 時　間 内　容　　　　

ママ教室 9月1日（木） 10時〜
11時30分

・いつか来る卒乳のお話
●対象　妊婦・産後の親子

パパママ教室
（出産編） ９月１０日（土） ９時30分〜

1１時３0分
・出産の経過とパパの役割　・妊婦体験
●対象　妊婦と家族　●申し込み　８月１０日（水）から

プレママ教室
（出産準備編） ８月2７日（土） 1０時〜

1１時30分
・妊娠中の変化　・骨盤体操　・妊娠中の栄養について
●対象　妊婦と家族�※動きやすい服装で来てください。

ベビーマッサージ
（産後ママのための休憩室）

①8月19日(金)
②9月16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、使用中の抱っこ紐
●申し込み　①受け付け中�②8月16日(火)から

骨盤ケア・べびぃケア
（産後ママのための休憩室）

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お話
（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　受け付け中８月３０日（火）

べびぃケアあそび 9月8日（木） 10時〜11時 保健師による赤ちゃんの発達を促すふれあい遊び
●対象　産後の親子　●持ち物　バスタオル

助産師の相談室 8月3日（水）
9月12日（月）

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

育ちの応援　　※要予約。
催し名 月　日 場　所 時　間 内　容

どんぐり相談
①8月8日(月)
②8月17日（水）
③8月19日(金)

保健センター
①②13時30分〜
　　16時30分
③9時〜12時

子どもの成長、発達についての相談
●対象　①②幼児〜学童　③幼児
●相談員　①公認心理師　池田�晴美さん
　　　　　②公認心理師　吉岡�明美さん
　　　　　③柏学園　白井�賢さん
●申し込み　保健センターへ

海田幼稚園� ☎823-5635 8月の園庭開放はお休みします

海田みどり幼稚園�☎822-4359 8月の園庭開放はお休みします

東海田幼稚園� ☎822-7576 8月の園庭開放はお休みします

つくも保育所
☎824-1225（ひまわりプラザ） 8月の園庭開放はお休みします

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� ☎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

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）

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

9月6日(火) 9月7日(水) 9月7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 9月13日(火) 9月14日(水) 9月14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 8月4日（木） 9月8日（木）

親子教室２（のびのび） 2歳以上の未就園児と保護者 8月18日（木） 9月9日（金）

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〜 9月9日（金） 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　8月1日（月）から保健センターへ

催　し　名 月　日 場　所 時　間 内　容

ひよこ相談

８月24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、バスタオル
●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

８月５日（金）、9月2日（金） 町民センター
9時30分〜11時

8月29日（月） 海田児童館

乳幼児の相談　　※要予約。

2022.8.1 11



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。

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（FAX兼用）

緑のカーテンフォトコンテスト

　地球温暖化対策として緑のカーテンの普及をめざして実施する「我が家の緑のカーテンフォトコンテスト」の作
品を募集します。
●応募対象　町内の一般家庭、事業所、公共施設などにつる性植物で作った「緑のカーテン」。
●応募方法　応募先に写真 ( サイズ：L 判 ) を郵送してください。写真の裏には

郵便番号・住所・名前・電話番号・緑のカーテンの種類を記入し
てください。

　　　　　　※写真の枚数に制限はありません。
　　　　　　※自薦他薦は問いませんが、他薦の場合は設置者の了解を得てく

ださい。
●応募先　　〒736-0066　安芸郡海田町中店8-33　保健センター2階
　　　　　　　　　　　　　「緑のカーテンフォトコンテスト」係
●締め切り　8月31日（水）　当日消印有効
●表彰・発表　優秀作品 10点に賞品を贈呈します。

※優秀作品者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただき
ます。

　　　　　　　※応募作品については、普及活動として活用させていただきます。

●海田町地球温暖化対策地域協議会　☎823-8503(FAX兼用)

宝くじ助成金を活用し備品を整備しました ●魅力づくり推進課（役場3階）
　☎823-9234　FAX.823-9203　「畝自治会」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
使用する祭りの法被、やぐら
を購入し、太鼓を修繕しまし
た。購入備品は畝会館に保管
しコミュニティ活動の推進に
役立てます。

●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～

かい　た　いち

西国街道・海田市ガイドの会

●日程　8月27日（土）
●集合　9時にJR海田市駅北口
●申し込み　8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　8月20日（土）
●集合　9時30分にJR海田市駅北口
●申し込み　8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。

●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　8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　8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
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」

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！

●企画課（役場3階）　☎823-9212　FAX.823-9203

ぜひ登録
してください！

823 9203

海田町ホームページ Facebooktwitter InstagramLINE
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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ワクチン接種対策班　 824-2323　FAX.823-0020

武田社ワクチン（ノババックス）の接種について
　海田町において、武田社ワクチン（ノババックス）の接種を開始します。
●対　象　・1回目接種を希望する人
　　　　　　※3週間後に2回目の接種をします。1回目と接種する医療機関は異なります。
　　　　　・2回目接種を希望する人で、１回目でノババックスを接種後、３週間が経過している人
　　　　　　※�１・２回目は、原則同じ種類のワクチンを接種することになっていますが、重篤な副反応な

どが生じた場合、医師の判断により、２回目にノババックスを接種することが可能です。
　　　　　・３回目接種を希望する人で、２回目接種後、６カ月以上経過している人
※武田社ワクチン（ノババックス）は４回目接種には使用できません。

●予約方法　接種券をお手元に用意の上、海田町コールセンター（☎824-2323）へ連絡してください。
　　　　　　※直接各医療機関に電話をしないでください。
　　　　　　※�予約には接種券が必ず必要です。接種券を持っていない人は再発行の手続きをして、接種

券受領後に連絡してください。

８月・９月の接種日時
接種日 曜日 場所 受付時間 予約開始日時
8月9日 火 海田よつ葉クリニック 16時〜17時20分

海田町コールセンターで
受け付け中
（☎824-2323）

8月20日 土 山野上内科クリニック 9時〜12時
8月30日 火 片桐整形外科 9時30分〜11時30分
9月7日 水 片桐整形外科 9時30分〜11時30分
9月10日 土 森原内科胃腸科医院 9時30分〜11時30分
9月20日 火 くすおか整形外科クリニック 9時30分〜12時
9月28日 水 きらきらこどもクリニック 9時〜12時30分

●特　徴　�このワクチンは組換えタンパクワクチンで、不活化ワクチンの一種です。Ｂ型肝炎ウイルスワクチ
ンなど、既に使用された実績があります。ワクチンについては厚生労働省
ホームページや広島県ホームページを確認してください。また、ワクチン
接種の不安や疑問などは、広島県新型コロナウイルスワクチン接種相談
窓口（☎513-2847）へ電話してください。 広島県厚生労働省
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報かいた8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 8月27日（土）

図書館

絵本の読み聞かせ
テーマ「お化け」

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 8月5日（金） 8月19日（金） 9月2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

　8月の読書のテーマは「旅への誘い」です。
　今月は旅行・観光やお出かけに関する本を展示しています。
●休館日　8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）
8月31日（水）（図書整理日）

　夏休みに子ども向けの本を展示しま
すので、たくさん借りてください。本の貸
出しはチャレンジカード対象事業です。

　 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　８月12日（金）～8月１5日（月）
　　　　１０時～１６時
　　　　8月２6日（金）～8月２9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。

　けん玉・水まき・水でっぽう。夏の遊びを楽しみましょう。
●日時　8月２7日（土） １3時30分～１５時30分
●場所　旧千葉家住宅 角屋周辺
●対象　どなたでも
●参加費　無料
●申し込み　不要。当日随時受け付け。
　状況によりお待ちいただくこともあります。

今月の催し
むかしのくらし体験「みんなで夏あそび」

パソコン初心者
無料相談会イベント

　 シルバー人材センター
☎823-2733　FAX.822-5512
問

　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　８月２５日（木）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）
●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人まで貸し出し可能）
　申し込む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　８月１２日（金）までにシルバー人材センターへ。

チャ
レンジカード

対象
チャ

レンジカード

対象

チャ
レンジカード

対象

海田鼓童子WADAIKO凛華
結成１０周年コンサートイベント

　 海田鼓童子　長谷川
☎090-3880-2247
問

●出演　海田鼓童子、海田鼓童子ＯＢ・ＯＧ
●友情出演　和奏ユニット「奏打」、和太鼓集団「打魂」
●日時　８月１４日(日) 開場１２時３０分、開演１３時
●場所　広島市安芸区民文化センターホール
●参加費　入場無料
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海田総合公園　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　毎月第二水曜日
　　　　8月10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
●講師　小野 ますみさん
●定員　10人程度
●参加費　500円
●申し込み　電話で海田総合公園管理事務所へ。

世代間交流事業
「簡単ドローン教室」イベント

　 福祉センター
☎823-7500　FAX.823-1411
問

　初めての人大歓迎。操作方法は丁寧に教えます。
・ドローンでお菓子釣り（釣ったお菓子は持ち帰りできます）
・ドローンレース
●日時　９月３日（土）１０時～１２時　予備日:９月１０日（土）
●場所　福祉センター １階 多目的ホール・会議室
●対象　海田町在住の小学生または６０歳以上の人
●定員　10人（先着順）
●講師　広島県ドローン協会
●持ち物　特になし
●参加費　1,000円
●申し込み
　８月８日（月）～８月19日（金）（土・日曜、祝日を除く９時～１７
時）の間に参加費を添えて、福祉センターへ。

第５４回海田町年齢制限
ソフトボール大会イベント

　 海田町体育協会ソフトボール部　宗像
☎823-4865
問

●日時　9月11日（日）8時15分受け付け
●場所　海田中学校グラウンド
●参加費　１チーム5,000円
●申し込み　8月26日（金）までに、参加費を添えて海田町
体育協会事務局（海田町文化スポーツ協会）へ申し込ん
でください。
※出場時の選手の合計年齢は３０１歳以上とします。
※５０歳以上の人または女性を選手登録し、この選手は、常
時１人以上試合に出場するものとします。

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）
●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

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　8月9日（火）、8月23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
事務局正職員（39歳以下）・臨時職員募集中
会員（草刈り、せん定、清掃）の就業調査などくわしくは
問い合わせてください。

織田幹雄「金メダルの日記念事業」
（ライフキネティック）イベント

　 海田町文化スポーツ協会
☎516-5525
問

　アムステルダムオリンピック大会の三段跳において日本
人初の金メダルを獲得した織田 幹雄さんの偉業を後世に
伝えるとともに、スポーツの新しいトレーニング方法（ラ
イフキネティック）を学び、今後の指導等に役立ててもら
うことを目的とした講習会、体験会を行います。
　ライフキネティックとは、運動に脳トレを組み合わせたエ
クササイズです。神経細胞間に新しいつながりを作り出し、
眠っている能力を活性化します。
●日時　8月7日（日）9時30分受け付け
●場所　織田幹雄スクエアホール
●対象　スポーツ指導者など
●講師　藤坂 勇介さん
●申し込み　くわしくは海田町文化スポーツ協会へ。
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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　8月9日（火）１３時３０分～1４時３０分
●場所　福祉センター

　募集人数、待遇などくわしくは、問い合わせてください。
●宛て先　自衛隊広島地方協力本部東広島地域事務所
〒739-0014 東広島市西条昭和町5-1

自衛官募集募　集

　 自衛隊広島地方協力本部 東広島地域事務所
☎082-422-4252
問

一般曹
候補生

自衛官
候補生

予備
自衛官補
（一般・技能）

募集種目 内　容 資　格
受け付け
期間

（締切日必着）

航空学生 ９月８日
（木）まで

９月5日
（月）まで

９月１６日
（金）まで

通年

海上・航空自衛
隊パイロットな
どの養成

陸上・海上・航空
自衛隊の曹とな
る自衛官を養成

18歳以上
33歳未満の人

自衛官候補生と
して所要の教育
を経て３ヵ月後、
陸上（一部技術
系を除く）は1年
９ヵ月、陸上(一
部技術系 )・海
上・航空は２年
９ヵ月を1任期と
して任用

一般社会人や学
生の方を予備自
衛官補として採
用し、教育訓練
修了後、予備自
衛官として任用

18歳以上
33歳未満の人

一般：18歳以上
34歳未満の人
技能：18歳以上
で国家免許資格
等を有する人（資
格により年齢上
限は53歳未満～
55歳未満）

海上：18歳以上
23歳未満の人
航空：18歳以上
21歳未満の人

健　康 6月から歯周疾患検診が
始まっています！
歯のこと気にしてみませんか？

　 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位となっています。また、働
き盛りの40代からは歯周病の人が年々増えています。
　歯周病は、歯を失うだけでなく、全身の病気とも深く関係
しています。口の中に歯周病を引き起こしている細菌が多
くなると、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。
　全身の病気と関連する歯周病には、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。
●対象　今年度30歳、35歳、40歳、50歳、60歳、70歳に
なる人
※対象者には5月末に歯周疾患受診券（ハガキ）を郵送して
います。

健　康 水中健康教室（第２クール）
～プールで楽しく介護予防～

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

　軽い運動や歩行が中心の水中運動を楽しみましょう。初
心者・泳げない人でも大歓迎です。
●日時　午前の部と午後の部があります

●場所　福祉センター ３階 健康増進プール
●対象　次の条件をすべて満たす人
　①おおむね６５歳以上の町内在住者
　②介助なくプールに入れる人
　③医師にプールでの運動を止められていない人および
　血圧が安定している人
●定員　各２５人　※応募者多数の場合は抽選（新規参加
者を優先）
●持ち物　水着・水泳帽子・タオル・飲み物・（ゴーグル）
●参加費　1,000円
●申し込み　８月２日（火）～８月１２日（金）の間に参加希望
者本人が長寿保険課へ。（土・日曜日、祝日を除く９時～
１６時３０分）

1

2
3
4
5
6
7
８
9
10
11

12

10時３０分～
１２時

10時３０分～
１２時

体組成チェック
水中運動

水中運動

水中運動

体組成チェック
水中運動

8月31日

9月  7日
9月21日
9月28日
10月  5日
10月19日
10月26日
11月  2日
11月16日
11月30日
12月  7日

12月21日

日にち
（すべて水曜）

午前の部 午後の部
内　容

10時３０分～
１１時30分

13時３０分～
１5時

13時３０分～
１4時30分

13時３０分～
１5時

13時３０分～
１4時30分

10時３０分～
１１時30分

回数
時間（受け付けは

開始時間30分前から）



2022.8.1広報かいた18

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

　 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　8月20日（土） １３時３０分～１５時３０分
　●場所　福祉センター
　●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　8月31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10、11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 

精神科医師が心の不安、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：8月12日（金）までに
　　　　 保健センターへ（電話可）
相　　談：公認心理師　宮地 真紀さん

●こころの相談室（精神保健福祉相談）

日時

内容

8月17日（水）9時30分～11時30分

家計にやさしいジェネリック医薬品を使ってみませんか？

ジェネリック医薬品は新薬と同じ有効成分を
同じ量使用しています。また、たくさんの厳しい
試験をクリアし法律や国の基準に沿って製造・
管理されています。

ジェネリック医薬品については、医師・薬剤師にお気軽にご相談ください。
広島県 ジェネリック詳しくはホームページをご覧ください。

お薬代を節約できます。 効き目、安全性は新薬と同等です。
ジェネリック医薬品は特許切れの先発
医薬品（新薬）を もとに、開発期間やコス
トを削減して作られる ため、お薬によって
は自己負担額が3～5割も安くなることが
あります。

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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お知らせ

　 住民課（役場１階）　
☎823-9206　FAX.823-9627
問

　①ほかの市町村から転入したとき、②職場の健康保険の
適用を受けなくなったとき、③職場の健康保険などの被扶
養者からはずれたときは、国保加入の届け出が必要です。
【注意点】
・保険税は、国保の資格を取得した日から発生します。届
け出をしたときからではありません。
 ・ 保険証がないと、医療費の窓口負担金が一時的に「全額
自己負担」となります。

　①ほかの市町村に転出するとき、②職場の健康保険の適
用を受けるようになったとき、③職場の健康保険の被扶養
者になったときは、国保脱退の届け出が必要です。
【注意点】
 ・ 脱退ができていないと、保険税を正しく計算することがで
きないため、本来納付する必要のない保険税を支払って
しまうことがあります。
 ・ 国保資格を失っているのに保険証を使用した場合、国保
が負担した医療費を返金する手続きが必要な場合があ
ります。

国保への加入脱退の届け出を忘れずに！

　ひとり親家庭などが対象の「児童扶養手当」を現在受給
している人は、8月に現況届を提出する必要があります。こ
の届は、受給資格の要件を確認するための大切な手続きで
す。該当者には7月末に書類を送付していますので、8月中
に手続きをしてください。

児童扶養手当を受給されている人へ
～現況届の提出をお忘れなく～お知らせ

　 こども課（役場１階）　
☎823-9227　FAX.823-9627
問

　家計調査は、統計法に基づき、総務省が実施している統
計調査です。無作為に抽出された全国約９千世帯を対象に
毎月の家計収入・支出、貯蓄・負債などを調査します。今年
度は、寺迫の一部の地域が対象になります。
　調査の結果は国や地方自治体のほか、民間企業などで個
人消費の基礎資料として広く利用され、新型コロナウイルス
感染症の影響を把握するためにも必要不可欠なものです。
　８月から調査員が名簿作成のため、調査地域の世帯を訪
問します。調査へのご理解、ご協力をお願いします。

家計調査にご協力をお知らせ

　 広島県総務局統計課
☎513-2534
問

　国民年金には、本人の申し出により国民年金保険料を納
めることができる『任意加入制度』があります。制度を利用
することで、年金額が増えたり、年金の受給資格を得られる
場合があります。令和４年度の保険料額は１６，５９０円で、保
険料の納付方法は原則口座振替です。
●制度を利用できる人
　・ 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
　※年金の受給資格期間を満たしていない場合、70歳ま
で加入できます。
　・ 日本国外に住所を有する20歳以上65歳未満の日本国
籍の人

●加入の条件
　（１）老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない
　（２）20歳以上60歳未満の期間の保険料納付月数が480
月（40年）未満

　（３）厚生年金保険、共済組合などに加入していない
　※（１）～（３）の条件をすべて満たしている人が対象です。
●申し出に必要なもの
   年金手帳（基礎年金番号通知書）・本人確認書類・通帳・金
融機関届出印

国民年金の『任意加入制度』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

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　8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
窓口を毎週木曜日（祝日を除く）に開設します。

●今月の臨時窓口　8月4日（木）、8月18日（木）、
　8月25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
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情報公開制度・個人情報保護制度お知らせ

　 総務課（役場２階）
☎823-92０２  FAX.823-92０３
問

情報公開制度
　町内在住者などの請求により、不開示情報を除く海田町
の保有する行政文書の開示をします。
●令和３年度の開示の状況
　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　教育委員会、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。

個人情報保護制度
　請求により、不開示情報を除く海田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。
●令和３年度の開示の状況
　令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

　町長部局以外の実施機関に対しては、開示請求がありま
せんでした。

下水道事業受益者負担金
8月は一括納付・分割納付第1期分の納付の月ですお知らせ

　 上下水道課（役場2階）
☎823-9214　FAX.823-9839
問

今年度に賦課対象区域になった人
　分割で納める方法と、一括で納める方法があります。一
括で納める場合は、報奨金が交付されます。７月下旬に分割
用の納付書と、報奨金を差し引いた一括用の納付書を送付
しました。いずれかを選んで、納期限（８月３１日（水））までに
納付してください。
昨年度以前に賦課対象区域になった人
　分割納付用の納付書を7月下旬に送付しました。納期限
（8月31日（水））までに納付してください。
※受益者・住所などの変更
　売買などの理由により受益者に変更があった場合は、必
ず「受益者変更届」を提出してください。
　提出がない場合は、引き続き負担することになります。
　住所を変更した場合にも「住所等変更届」を提出してくだ
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

ごみ出しルールを守りましょうお知らせ

　 環境センター　
☎823-4601（FAX兼用）
問

　町内のごみステーションでごみ出しルールが守られてい
ません。
・可燃ごみの中にビンや缶が入っているなど、分別していな
いごみが出されています。改めてごみ出しルールの確認を
お願いします。
・海田町で収集してない物（冷蔵庫・洗濯機・乾燥機・エアコ
ン・テレビなどの家電、流し台・洗面台・床材・ドアなどの建築
廃材、セメント・ブロック・消火器、タイヤ・シート・バンパー・
バッテリーなど車の部品）が出されています。

海田町事業継続応援金（第３弾）を
給付しますお知らせ

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

　コロナ禍における原油価格・物価高騰などにより影響を
受けている町内事業者に対し、応援金を給付します。
●給付額　法人：10万円、個人事業主：5万円
●申請受け付け期間　9月30日（金）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３弾」で検索してください。

実施機関 対象
文書

部分
開示

文書
不存在開示 取下げ不開示 存否応答

拒否

町長部局

議会事務局

234

6

217

6

17

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

（件）

実施機関 対象
文書

部分
開示

文書
不存在開示 取下げ不開示 存否応答

拒否

町長部局 １ １ ー ー ー ー ー

（件）
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海田町文化際
in海田東公民館

●海田町文化スポーツ協会　☎516-5525
　海田町文化祭in海田東公民館が開催されま
した。コロナ禍で十分な活動ができなかった講
座生の皆さんにとって、久しぶりの発表の場と
なりました。

6/25
6/
・

26

7/6
平成３０年７月豪雨災害に係る
追悼献花

●防災課（役場２階）　☎823-9208　FAX.823-7927
　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
り犠牲となったすべ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、献花台を設置しました。
　10時のサイレンにあわせ黙
とうを行い、災害により犠牲に
なられた方々の
ご冥福をお祈り
しました。

第28回かいた七夕さん

●かいた七夕さん実行委員会

　今年もかいた七夕さんが瀬野川河川敷で行われ
ました。今年も新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、笹飾りのみとなり
ましたが、天気も良く、
色とりどりの笹飾りが
風になびいている様子
がとてもきれいでした。

7/2
7/
・

3

●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4回）

　性的指向や性自認を理由とする偏見や差別をなくすためには、世の中の多数を占め

る人の意識や社会のあり方を見直す必要があります。

　第１ステップは、多様な性について知る。第２ステップは、習慣・常識を変える。第３ス

テップは理解者を増やす。

　あなたの行動が社会をよりよく変えるきっかけとなります。

～誰もが自分の性を尊重され、「自分らしく」生きられる社会へ～

パートナーシップ宣誓制度について（第4回）
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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。

祝 ヘリテージプラーク受賞
　昨年１２月９日（木）に世界陸連から世界の陸上界の歴
史において、多大なる貢献を果たした個人や団体に贈ら
れる「ヘリテージプラーク」が発表され、本町出身の織田
幹雄さんが「レジェンド」のカテゴリーで選出されました。
　これは日本人で３人目の偉業となります。
　９４年前の８月２日、日本人初のオリンピック金メダルを
獲得され、その後も指導者として陸上界をけん引し、生涯
を通じて、功績を重ねられたことが高く評価されたものと
感じております。
　町として、お祝いの思いをこめて、海田市駅南口ロータ
リーなどに横断幕を設置しています。
　また、１０月２３日（日）には、織田幹雄スクエアにおいて、
ヘリテージプラーク受賞記念事業を行い、その功績をた
たえるとともに、広島出身のアスリート為末大さんによる
講演会を開催し、スポーツに取り組むことの素晴らしさを
伝えてまいりたいと考えておりますので、多くの皆様のご
参加をお願いいたします。

町長

　さらに、恒例となった「織田幹雄記念マラソン大会」や
「織田幹雄記念駅伝大会」など、町と海田町文化スポーツ
協会などが連携しながらスポーツ大会も開催してまいり
ます。
　それに加え、織田幹雄記念館において、新収蔵資料な
どの展示替えをし、織田幹雄さんら昭和初期のアスリート
の模範実技を収録した貴重な映像作品をシアターに追加
したほか、さらに、東京2020オリンピックの表彰台や、聖
火リレーのトーチも展示しておりますので、ぜひご来館い
ただければと思います。
　今後も、「スポーツのまち」として、織田幹雄さんの偉業
などを広く後世に
伝えるため、情報
発信に努めてまい
ります。

コラム 西田祐三
海田町長

8月  7日(日) かわもと皮ふ科
8月11日(木・祝) たんきょう眼科
8月14日(日) よしだ内科呼吸器科
8月21日(日) くるしま内科循環器クリニック
8月28日(日) 深坂内科循環器科

(窪町　☎820-0101)
(新町　☎824-3131)
(西浜　☎821-2512)
(成本　☎821-2212)
(窪町　☎823-0588)
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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

8月2日（火）

8月11日（木・祝）

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
（8月4日・8月11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
！ 
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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。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)
広島県子供未来応援課
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）




