










健康寿命の延伸、介護予防および社会参加を推進することを目的として、６５歳以上の高齢者が
参加する介護予防活動、地域活動、ボランティア活動などに対し、活動団体がポイントを付与し、
貯めたポイントに応じて奨励金を支給する「高齢者いきいき活動ポイント事業」について、令和５年
分のポイント手帳交付申請の受け付けを１０月から開始します。
申請書（オレンジ色）を今月の広報かいたに折り込んでいますので、希望する人は長寿保険課の
窓口または郵送にて申請書を提出してください。
また、海田町ホームページから電子申請により申請書を提出することもできます。
なお、活動団体が申請者を取りまとめて申請を行うこともできますので、ホームページに掲載し

ている団体用の交付申請書を提出してください。
くわしくは海田町ホームページを確認してください。
ポイント手帳の交付申請は随時受け付けています。（ポイント手帳の交付には申請が必要です）
●宛先　長寿保険課　〒736-8601 海田町上市14-18

高齢者いきいき活動ポイント事業の概要
●対象者　海田町在住の６５歳以上の人（基準日は令和５年１月１日（日・祝））
●ポイント付与期間　令和５年１月１日（日・祝）～令和５年１２月３１日（日）（１年間）
●ポイント付与方法　活動団体が専用のスタンプをポイント手帳に押印します。
●ポイント手帳の交付方法　対象者からの申請により交付します。
●対象となる活動
・健康づくり　介護予防  ・社会参加に取り組む活動
・健康診査などの受診  ・地域の支え手となる活動（ボランティア活動）
●獲得ポイントの上限　１人：１００ポイント（１０，０００円）
   　 ※１ポイント＝１００円。　※奨励金は１００円ごとに支給します。

～令和４年分の奨励金支給申請について～
高齢者いきいき活動ポイント事業に参加している人で、ポイントを貯め終えた場合は、奨励金の支

給申請を随時受け付けていますので、必要事項を記入し、ポイント手帳配布時に同封している返信用
封筒を使用して長寿保険課に提出してください。
提出期限は令和５年２月２８日(火）です。

●長寿保険課（役場１階）　 823-9609　FAX.823-9627

高齢者いきいき活動ポイント事業
（令和５年分のポイント手帳交付申請）
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①登録
（随時受け付け）

②スタンプ
　交付

③ポイント手帳申請
④ポイント手帳交付

⑤活動

⑥ポイント
　手帳にスタンプ
　押印（活動の都度）

⑦ポイント手帳提出・奨励金の申請
⑧ポイント数に応じて奨励金支給
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●企画課（役場3階）　☎823-9212　FAX.823-9203

海田町
ホームページ Facebook

twitter

Instagram

LINE

ぜひ登録
してください！

被爆者健康手帳の対象が広がりました02
●社会福祉課（役場1階）　 823-9207　FAX.823-9627　　●広島県被爆者支援課　 513-3116

次の2つの要件を満たすと認められる人は、被爆者健康手帳を受け取ることができます。

要件1．　広島の「黒い雨」に遭ったこと
現在の海田町域（字切明を除く）は「黒い雨」が降ったという調査結果があります。ご家族から

「黒い雨」に遭ったと言われた記憶があるが、ご自身が「黒い雨」に遭ったかどうかはわからない場
合など、手帳交付の対象となるか不明な時は、相談してください。

要件2．　障がいを伴う一定の疾病にかかっていること
次の11種類の障がいを伴う一定の疾病（原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明

らかであるものを除く）にかかっていることが確認できること（白内障の手術歴がある場合は、白
内障にかかっているとみなします）※診断書の内容をもとに審査します。

・造血機能障害を伴う疾病 ・肝臓機能障害を伴う疾病
・細胞増殖機能障害を伴う疾病 ・内分泌腺機能障害を伴う疾病
・脳血管障害を伴う疾病 ・循環器機能障害を伴う疾病
・腎臓機能障害を伴う疾病 ・水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病
・呼吸器機能障害を伴う疾病 ・運動器機能障害を伴う疾病
・潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病

●申請
様式は社会福祉課の窓口や海田町ホームページからもダウンロードできます。必
要事項を記入のうえ、添付書類を添えて提出してください。
申請については、社会福祉課に問い合わせてください。
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●デジタル推進課（役場2階）　 823-9240　FAX.823-9203
●税務課（役場1階）　 823-9204　FAX.823-9627
●住民課（役場1階）　☎823-9205　FAX.823-9627

10月3日（月）から全国のコンビニエンスストアなどで取得できる証明書に、「個人町県民税課税証明書」
と「所得証明書」を追加します。

●新たに取得できる証明書と手数料

証明書 手数料 備考コンビニなど 役場窓口

個人町県民税
課税証明書 200円 300円

コンビニなどでの証明書取得可能時間
毎日6時30分～23時（12月29日～1月3日、メ
ンテナンスなどの期間を除く）
※次の証明書は取得できません
・ 取得時に海田町に住民登録がない人の証明書
・過年度分の証明書
・所得情報のない人の証明書
・ 高等学校等就学支援金および大学などの給付
型奨学金のための課税証明書
・ 児童手当のための所得証明書

所得証明書 200円 300円

●従来から取得できる証明書（コンビニなどでの手数料）
証明書 手数料 備考

住民票の写し 200円 コンビニなどでの証明書取得可能時間
毎日6時30分～23時（12月29日～1月3日、メ
ンテナンスなどの期間を除く）
ただし、戸籍証明書および戸籍の附票の写しの
取得可能時間は9時～17時（土・日曜日、祝日
を除く）

印鑑登録証明書 200円
戸籍全部事項証明書（謄本） 350円
戸籍一部事項証明書（抄本） 350円

戸籍の附票の写し 200円

利用方法
①コンビニなどに設置されたマルチコピー機で画面から「行政サービス」を選択する。
②マイナンバーカードを読み込ませて、利用者証明用電子証明書の暗証番号（数字4桁）を入力する。
③証明書の種類・枚数を選択し、交付手数料を支払い印刷する。

注意事項
・ 暗証番号を3回連続で間違えると利用できなくなります。その場合、住民課窓口で暗証番号の再設定が
必要となります。
・コンビニで証明書を取り間違えても、返金や証明書の差替えはできません。
・ 今回追加するものも含めてコンビニなどで取得する全ての証明書の手数料は、令和5年4月以降役場窓
口と同額となります。（例:個人町県民税課税証明書、住民票の写し200円→300円、戸籍全部事項証明
書（謄本）350円→450円）
・くわしくは海田町ホームページを確認してください。

マイナンバーカードを使ってコンビニで取得できる証明書を
10月3日（月）から追加します
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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
❼
❽
❾
10
11
12
13
14
15
16
17

完了
R4年度
完了
完了
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。

100%

85%

0% 50%
進捗率

100%

100%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

83%

箇所
番号

※8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）

●●

●●

●●

●●●●
●●

●●

●●
●●
●●

●●

●●

●●
●●●●

●●

●●

●● 1212

1111

1313

16161717
1010

1515

1414
❷❷
❶❶

❸❸

❹❹

❻❻
❼❼❽❽

❺❺

❾❾

❻ 三迫川左支川❷ 楠木谷川

04 災害復旧事業の進捗状況
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「認知症に早く気づこう」

きらりん☆はつらつだより vol.7
長寿保険課（役場1階） ☎823-9609　FAX.823-9627高齢者の皆さんのはつらつ生活を応援します！

　チェックリストを参考に「認知症かもしれない」というサインに早めに気づき、かかりつけ医や地域包
括支援センターなどに相談しましょう。認知症による変化は、本人よりも周囲の人が気づきやすいことも
多いので、身近な家族が一緒にチェックしましょう。

□　同じことを何度も言ったり、聞いたり、したりするようになった。
□　置き忘れやしまい忘れが増えて、いつも探しものをしている。
□　以前にくらべ、ささいなことで怒りっぽくなった。
□　今まで好きだった趣味などへの興味や関心がなくなった。
□　外出したり、人と会ったりするのをおっくうがり、
　　嫌がるようになった。
□　今までできていた家事、計算、運転などのミスが
　　多くなった。

いる。

た。

●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が
10月1日（土）から始まります
パートナーシップ宣誓制度がパートナーシップ宣誓制度が
10月1日（土）から始まります10月1日（土）から始まります

　この制度は、性的マイノリティの2人が互いをパートナーとして宣誓したことを海田町が証明するも
のです。性の多様性が理解され、誰もが安心して暮らせるまちをめざします。

●宣誓の対象要件　次のすべてに該当していること
①成年（18歳以上）であること
②どちらかが、海田町民であること（転入予定を含む）
③配偶者がいないこと（事実婚を含む）
④宣誓しようとしている相手以外と宣誓をしていないこと
⑤互いに近親者でないこと

●宣誓の手続き
①宣誓希望日の1週間前までに来庁日を予約します。必要書類を持って、宣誓する2人で来庁の上、
署名し、宣誓します。
②必要書類を確認し、「パートナーシップ宣誓書受領証」および「受領カード」を交付します。
※くわしくは海田町ホームページで確認してください。

パートナーシップ宣誓制度が
10月1日（土）から始まります
パートナーシップ宣誓制度がパートナーシップ宣誓制度が
10月1日（土）から始まります10月1日（土）から始まります
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９月19日（月・祝）の敬老の日にあわせて、今年中に、７７歳（２81人）、８８歳（１11人）、
１００歳以上（２1人）を迎えられる皆さんに敬老祝金、７５歳、８０歳、８５歳、９０歳、

９５歳を迎えられる1,048人に敬老祝品を贈りました。
また、今年度中に１００歳を迎えられる８人には、

内閣総理大臣から祝状と記念の銀杯が贈られました。

（生年月日順）令和4年９月１日現在

廣
ひろ

本
もと

 フサヨさん
（大正５年１月生まれ１０６歳）

田
た

中
なか

 智
ち

惠
え

さん
（大正８年１月生まれ１０３歳）

西
にし

本
もと

 喜
き

美
み

子
こ

さん
（大正９年８月生まれ１０２歳）

㟢
さき

野
の

 ミヨ子さん
（大正 11年 1月生まれ１０0歳）

大
おお

嵜
さき

 知
ち

代
よ

子
こ

さん
（大正１１年５月生まれ１００歳）

河
こう

野
の

 ヨシヱさん
（大正６年３月生まれ１０５歳）

豊
ぶん

後
ご

 トミヱさん
（大正８年２月生まれ１０３歳）

植
うえ

野
の

 幸
さち

子
こ

さん
（大正９年１２月生まれ１０１歳）

松
まつ

浦
うら

 数
かず

江
え

さん
（大正１１年１月生まれ１００歳）

川
かわ

野
の

 壽
ひさ

枝
え

さん
（大正１１年６月生まれ１００歳）

俵
たわら

 チズヱさん
（大正１２年２月生まれ９９歳）

別
べっ

府
ぷ

 フジエさん
（大正６年３月生まれ１０５歳）

山
やま

川
かわ

 静
しず

枝
え

さん
（大正８年９月生まれ１０２歳）

髙
たか

月
つき

 新
しん

二
じ

さん
（大正９年１２月生まれ１０１歳）

山
やま

根
ね

 ツキエさん
（大正１１年３月生まれ１００歳）

金
かね

丸
まる

 三
み

枝
え

子
こ

さん
（大正１１年９月生まれ９９歳）

永
なが

野
の

 萩
はぎ

枝
え

さん
（大正１２年１月生まれ９９歳）

永
なが

井
い

 ヒサヨさん
（大正７年４月生まれ１０４歳）

小
こ

山
やま

 節
せつ

さん
（大正９年３月生まれ１０２歳）

宮
みや

下
した

 清
きよ

子
こ

さん
（大正１０年５月生まれ１０１歳）

常
つね

本
もと

 トミコさん
（大正１１年３月生まれ１００歳）

和
わ

田
だ

 チヱコさん
（大正１１年１１月生まれ９９歳）
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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。
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●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～
࿖ⴝᶏ↰Ꮢࠟࠗࠕ࠷࠼

かい　た　いち
西国街道・海田市ガイドの会

●日程　10月22日（土）
●集合　13時にJR海田市駅北口
●申し込み　10月14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　10月15日（土）
●集合　9時30分にJR海田市駅北口
●申し込み　10月7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　10月8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　10月3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

ᣣᶆጊ⊓ጊࠟࠗ࠼
ߩ߭ ࠄ߁ ߹߿

涼しい風を感じながら
秋の植物に目を向けて

みませんか？
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」り」

令和4年度は
定期ガイド参加者増加中！
ガイドの会メンバーも
さらに募集しています

作品募集中！ 海田町魅力フォトコンテスト

　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実施しています。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
　応募方法などくわしくは海田町ホームページを確認してください。

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

日本語ボランティア養成講座(全3回)　基礎編

　地域に住む外国人の皆さんとお
話しするボランティアをしませんか。
「日本語を学びたい」そんな外国籍
の人をサポートするための講座で
す。初めての人もぜひ参加してくだ
さい。

●時間　10時～12時 ●場所　ひまわりプラザ 4階 ひまわりホール ●対象　どなたでも
●定員　30人 ●講師　（公財）ひろしま国際センター　日本語常勤講師　犬飼 康弘さん
●参加費　無料
●申し込み　10月12日(水)までに､住所・氏名・電話番号を電話、FAX、
　メール（kokusai@ms13.megaegg.ne.jp）のいずれかで申し込んでください

●海田町国際交流協会　☎823-7611（FAX兼用）

月　　日
10月16日（日）
10月23日（日）

10月30日（日）

内　　容
地域の日本語教室ってどんなところ？
外国人にとっての『やさしい日本語』とは
外国人住民が地域で暮らしていくうえでの
『思い』とは

1
2

3

コミュニティ助成対象事業を募集します ●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

西国街道を歩こう～船越編～ ●魅力づくり推進課（役場3階）　☎823-9234　FAX.823-9203
　広島市安芸区と合同で「西国街道を歩こう～船越編～」を開催します。「船越峠」を、地元のボランティアガイドと
一緒に歩いてみませんか。
●集合場所　イオンモール広島府中前（ケンタッキー広島府中店横） ●解散場所　JR海田市駅北口
●日時　10月30日(日) 12時30分～16時30分 集合時間12時15分 ※雨天中止。
●対象　ガイドと一緒に最後まで歩ける人 ●定員　３０人（先着順）
●持ち物　飲み物、タオル、健康保険証、雨具など ●参加費　無料
●申し込み　１０月３日（月）～１０月２１日（金）の間に電話、FAXまたはメールで「氏名、年齢、住所、電話番号」を安
芸区地域起こし推進課へ連絡してください。
☎821-4904 Fax.822-8069　メール.ak-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
※参加者には、あらかじめ、雨天時の判断や持ち物をまとめた案内を送ります。

一般コミュニティ助成事業 コミュニティセンター助成事業 地域防災組織育成助成事業事業名

「コミュニティ助成事業」とは
　地域のコミュニティ活動の充実・強化を図り、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上を目指して、（一財）
自治総合センターが実施している宝くじの社会貢献広報事業です。来年度（令和５年度）の申請を次のとおり受け
付けます。助成を希望する団体は早めに担当課に相談してください。

●申請方法　くわしくは海田町ホームページを確認してください。
●申請締切　10月11日（火）

100～250万円

コミュニティ活動に
直接必要な設備など

海田町が認めるコミュニティ組織

魅力づくり推進課

対象事業費の5分の3以内に相当
する額（上限1,500万円）

集会施設の建設、大規模修繕および
その施設に必要な備品

30～200万円

地域の防災活動に
直接必要な設備など

海田町が認める
自主防災組織

防災課

助成額

助成内容

対象団体

担当課
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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。

ቛ㈩ଢࠢࡢࠢࡢ
߆  ߚ

●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～
࿖ⴝᶏ↰Ꮢࠟࠗࠕ࠷࠼

かい　た　いち
西国街道・海田市ガイドの会

●日程　10月22日（土）
●集合　13時にJR海田市駅北口
●申し込み　10月14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　10月15日（土）
●集合　9時30分にJR海田市駅北口
●申し込み　10月7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　10月8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　10月3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

ᣣᶆጊ⊓ጊࠟࠗ࠼
ߩ߭ ࠄ߁ ߹߿

涼しい風を感じながら
秋の植物に目を向けて

みませんか？
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」り」

令和4年度は
定期ガイド参加者増加中！
ガイドの会メンバーも
さらに募集しています

作品募集中！ 海田町魅力フォトコンテスト

　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実施しています。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
　応募方法などくわしくは海田町ホームページを確認してください。

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

日本語ボランティア養成講座(全3回)　基礎編

　地域に住む外国人の皆さんとお
話しするボランティアをしませんか。
「日本語を学びたい」そんな外国籍
の人をサポートするための講座で
す。初めての人もぜひ参加してくだ
さい。

●時間　10時～12時 ●場所　ひまわりプラザ 4階 ひまわりホール ●対象　どなたでも
●定員　30人 ●講師　（公財）ひろしま国際センター　日本語常勤講師　犬飼 康弘さん
●参加費　無料
●申し込み　10月12日(水)までに､住所・氏名・電話番号を電話、FAX、
　メール（kokusai@ms13.megaegg.ne.jp）のいずれかで申し込んでください

●海田町国際交流協会　☎823-7611（FAX兼用）

月　　日
10月16日（日）
10月23日（日）

10月30日（日）

内　　容
地域の日本語教室ってどんなところ？
外国人にとっての『やさしい日本語』とは
外国人住民が地域で暮らしていくうえでの
『思い』とは

1
2

3

コミュニティ助成対象事業を募集します ●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

西国街道を歩こう～船越編～ ●魅力づくり推進課（役場3階）　☎823-9234　FAX.823-9203
　広島市安芸区と合同で「西国街道を歩こう～船越編～」を開催します。「船越峠」を、地元のボランティアガイドと
一緒に歩いてみませんか。
●集合場所　イオンモール広島府中前（ケンタッキー広島府中店横） ●解散場所　JR海田市駅北口
●日時　10月30日(日) 12時30分～16時30分 集合時間12時15分 ※雨天中止。
●対象　ガイドと一緒に最後まで歩ける人 ●定員　３０人（先着順）
●持ち物　飲み物、タオル、健康保険証、雨具など ●参加費　無料
●申し込み　１０月３日（月）～１０月２１日（金）の間に電話、FAXまたはメールで「氏名、年齢、住所、電話番号」を安
芸区地域起こし推進課へ連絡してください。
☎821-4904 Fax.822-8069　メール.ak-chiiki@city.hiroshima.lg.jp
※参加者には、あらかじめ、雨天時の判断や持ち物をまとめた案内を送ります。

一般コミュニティ助成事業 コミュニティセンター助成事業 地域防災組織育成助成事業事業名

「コミュニティ助成事業」とは
　地域のコミュニティ活動の充実・強化を図り、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上を目指して、（一財）
自治総合センターが実施している宝くじの社会貢献広報事業です。来年度（令和５年度）の申請を次のとおり受け
付けます。助成を希望する団体は早めに担当課に相談してください。

●申請方法　くわしくは海田町ホームページを確認してください。
●申請締切　10月11日（火）

100～250万円

コミュニティ活動に
直接必要な設備など

海田町が認めるコミュニティ組織

魅力づくり推進課

対象事業費の5分の3以内に相当
する額（上限1,500万円）

集会施設の建設、大規模修繕および
その施設に必要な備品

30～200万円

地域の防災活動に
直接必要な設備など

海田町が認める
自主防災組織

防災課

助成額

助成内容

対象団体

担当課
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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

●日時　10月29日（土）10時～11時30分
●場所　ひまわりプラザ
●対象　1歳～未就園の子どもとその家族
●定員　12組
●申し込み　各子育て支援センター

お父さんと子どものふれあい体操
　お父さんと子どもは一緒に体操をして、たっ
ぷりふれあいましょう！
　●講師　SiNグループ 田中 信行さん

お母さんのリフレッシュサロン
　お母さんは助産師と一緒に、ストレッチなど
で心も体もリフレッシュ！
　●講師　助産師　藤田 亜希子さん

お 父 さ ん 講 座

　妊娠中のパパママの睡眠や、生まれてく
る赤ちゃんのねんねについて学びます。「妊
娠中眠りが浅いな…」「赤ちゃんのねんねの
リズムの整え方が知りたい」といった悩みや
疑問にもお答えします。出産後、赤ちゃんの
ねんねで困っている親子も参加できます！

パ パ マ マ 教 室 （ 睡 眠 編 ）

●日時　10月22日（土）9時30分～11時３0分
●対象　妊婦と家族、産後4カ月頃までの親子
●定員　16組
●講師　助教　藤本 綾子さん
●場所・申し込み　ひまわりプラザ

～パパママの睡眠と赤ちゃんのねんね～

2022.10.114



催　し　名 月　日 時　間 内　容　　　　
パパママ教室
（出産編） 11月12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　10月12日（水）から

プレママ教室
（出産準備編） 10月28日（金） 14時～

15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（家族参加可） ※動きやすい服装で来てください。

ママ教室 11月1日（火） 10時～
11時30分

・いつかくる卒乳のお話
●対象　妊婦、産後の親子

ベビーマッサージ
（産後ママのための休憩室）

①10月21日(金)
②11月18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 ②10月18日(火)から

骨盤ケア・べびぃケア
（産後ママのための休憩室）

10月6日（木） 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　受け付け中10月14日（金）

べびぃケア遊び 10月26日（水） 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 10月18日（火）
11月10日（木）

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 ①10月14日（金）
②10月31日（月） 保健センター

①9時～12時
②13時30分～
　16時30分

子どもの成長、発達についての相談
●対象　①幼児　②幼児～小学校低学年
●相談員　①柏学園　白井 賢さん　②公認心理師 池田 晴美さん
●申し込み　保健センター

海田幼稚園 ☎823-5635 10月の園庭開放はお休みします

海田みどり幼稚園 ☎822-4359 10月19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※10月5日（水）はお休みです。
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） 毎週金曜日10時～11時

催　し　名 月　日 場　所 時　間 内　容

ひよこ相談

10月12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

10月7日（金）、11月4日（金） 町民センター
9時30分～11時

10月24日（月） 海田児童館

乳幼児の相談　　※要予約。

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

10月11日(火) 10月12日(水) 10月12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 10月25日(火) 10月26日(水) 10月26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 10月20日（木）
親子教室２（のびのび） 2歳以上の未就園児と保護者 10月27日(木)

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～ 11月2日（水） 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　10月3日（月）から保健センター
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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

オミクロン株対応ワクチンについて
●対　　象　初回接種（１・２回目接種）を完了した１２歳以上の全ての人
●接種間隔　前回接種日から５ヵ月経過後
● 接 種 券　未使用の３回目・４回目ワクチンの接種券が手元にある人は、その接種券を使用できます。
　　　　　　次の人には新しい接種券を送付します。
　　　　　　・４回目接種が完了している人
　　　　　　・３回目接種が完了しているが、４回目接種券が送付されていない人
　　　　　　・２回目接種が完了しているが、３回目接種券が送付されていない人
　　　　　　※接種券の発送については、接種可能時期が近づくころに送付します。
※１・２回目接種を希望する人はコールセンターへ問い合わせてください。

５～11歳の人の追加接種について
９月６日（火）より、追加接種が開始となりました。
●対　　象　初回接種（１・２回目接種）を完了した５～１１歳の人
●接種間隔　２回目接種から５カ月経過後
● 接 種 券　順次接種券を送付します。

※上記の内容は９月13日（火）時点の情報です。今後変更される場合があります。
くわしくは、接種券に同封するお知らせを確認してください。

2022.10.116
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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10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 10月8日（土） 10月22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「収穫」

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 10月7日（金）10月21日（金）11月4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

　１０月の読書のテーマは「運動」です。
　今月はスポーツや体操などの体を動かすことに関する本
を展示しています。
●休館日　10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）
10月28日（金）（図書整理日）
　本の貸出しはチャレンジカード対象事
業です。たくさん借りてください。

　 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。
　今月より、秋冬のしつらえに替わります。
　また、座敷棟・主屋において現代工芸美術家協会・広島有
志14人による、陶磁・染織・金属・七宝・竹の美術作品を展示
します。「時空を超えた空間」と「アートシーン」を楽しんでく
ださい。
●日時　１０月７日（金）～10月１０日（月・祝）、１０月２１日（金）～
10月２４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。

今月の催し　和文化体験「絵手紙」
　季節の風物を描き、ことばを添えて送る絵手紙。
　はじめての人も気軽に絵手紙を体験してみよう！
●日時　１０月２２日（土） １３時～１５時
●場所　旧千葉家住宅 角屋
●対象　どなたでも（幼児は保護者同伴）
●講師　「絵手紙の会」の皆さん
●参加費　無料
●申し込み　事前申し込みは必要ありません。当日随時受
け付け。

今月の催し　「泰画展」
　海田町文化スポーツ協会、矢野公民館油絵講座生による
合同作品展です。
●日時　10月28日（金）～11月5日（土）見学無料。
●場所　旧千葉家住宅 主屋活動室
※旧千葉家住宅の一般公開はありません。

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

▲ 若山 裕昭　湖畔の祈り

　相続、遺言、不動産、会社関係、多重債務（破産など）、消
費者（契約）トラブル、成年後見、小額訴訟などの法律相談
会を行います。
※心配ごと相談所と同時開催。
●日時　10月６日（木） 13時30分～16時（申し込み不要）
●場所　福祉センター

『法の日』週間　
司法書士無料法律相談会イベント

　 海田町社会福祉協議会
☎820-0294　FAX.820-0293
問

海田町交歓卓球大会イベント

　 海田町体育協会 卓球部　
☎822-7209
問

●種目　シングルス／一般の部・中学生の部
　　　　ダブルス／シニアの部（1人でも申し込み可。　　
　　　　　　　　　当日抽選でチーム編成を行います）
●日時　11月13日（日） 9時開会
●場所　海田小学校体育館
●対象　町内在住・在勤・在学者および協会講座生・町内の
クラブで活動している人
●参加費　1人　300円
●申し込み　11月2日（水）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　織田幹雄ス
クエア内）へ。



18

お
知
ら
せ

福
祉
・
介
護

健　
康

募　
集

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

インフォメーションインフォメーション

広報かいた2022.10.1

第６回
海田町ペタンク大会イベント

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

　フランス生まれの誰でもできる簡単な
スポーツです。みんなで楽しみましょう！
　１チーム ３～６人（小学生のみの場合は
大人１人の付き添いが必要）
　★個人の参加も大歓迎！ 気軽に参加してください。
●日時　１１月２７日（日）９時開会（８時３０分受け付け開始）
●場所　海田小学校
●対象　町内在住、在学および在勤の人
●参加費　一人300円
●申し込み　１１月１6日（水）までに参加費を添えて、生涯
学習課へ。

チャ
レンジカード

対象

●日時　11月6日（日）、11月27日（日）8時30分開会
【予備日12月4日（日）】
●場所　海田総合公園野球場
●参加費　１チーム10,000円
●チーム編成
　①町内在住者・在勤者で編成したチーム
　②１チームは、監督を含め２０人までとする（監督は選手を
兼ねることができるが、選手登録をすること）

　③統一したユニフォームを着用すること
　④スポーツ傷害保険に加入していること
●申し込み　10月28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　織田幹雄ス
クエア内）へ申し込んでください。
●その他　監督会議を11月4日（金）19時から海田東公民
館で行います。各チーム必ず1人は出席してください。

※欠席した場合は不参加とみなし参加費の返金はしません。

秋季軟式野球大会イベント

　 海田町体育協会　軟式野球部（村雲）
☎090-2295-6897
問

自主防災リーダー育成講座イベント

　 防災課（役場2階）
☎823-9208　FAX.823-7927
問

　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、自主防災リーダー育成講座
を開催します。
　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。全ての回に出られない人も、都合の良い回だけの参
加も可能です。

第３回
　●日時　１０月１５日（土）１０時～１２時
　●内容　自然災害の基礎知識（座学）
　●講師　広島県みんなで減災推進課
第４回
　●日時　１１月１９日（土）１０時～１２時
　●内容　防災シミュレーションゲーム（ワークショップ）
　●講師　広島県みんなで減災推進課

●場所　織田幹雄スクエア ３０４・３０５学習室
●申し込み　電話またはFAXもしくは
　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

　離婚、相続、子どもの親権、交通事故や多重債務、土地建
物などの身近なトラブルに関する調停の利用手続きについ
て相談に応じます。
●日時　10月21日（金） 10時～16時
●場所　広島バスセンター 8階 アクアホーム
●参加費　無料
●申し込み　予約不要（1人30分程度）

広島民事・家事調停協会が
無料相談会開催イベント

　 広島民事調停協会
☎502-1389
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　10月30日（日）13時30分～15時30分
　　　　（受け付け開始時間：開始30分前から）
●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　低学年（1～3年生）30人、高学年（4～6年生）10人
　　　　合計40人（先着順）
●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、動きやすい服装
●参加費　無料
●申し込み　10月5日（水）～10月25日（火）の間に電話ま
たは窓口へ（日曜日・祝日を除く9時～17時）。

かけっこ教室イベント

　 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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●日時　11月１日（火）・11月８日（火）・
            11月15日（火）・11月22日（火）
            10時～13時
●講師 フードコーディネーター　佐々木 有紀子さん
●内容 電気調理器などを使って簡単に調理できる方法を
教えます。料理初心者でも気軽に参加してください。作っ
た料理は持ち帰ります。
●場所　福祉センター ２階 料理室
●対象　６０歳以上の男性
●定員　８人（先着順）
●持ち物　エプロン・三角巾・タッパー２個（持ち帰り用）・ふきん
●参加費　2,000円（４回分）
●申し込み　10月３日（月）～10月24日（月）の間に参加費
を添えて、福祉センターへ（土・日曜日、祝日を除く８時３０
分～１７時）。

教養健康講座
「手軽にできる男の簡単料理教室」イベント

　 福祉センター
☎823-7500　FAX.823-1411
問

　障がいのある人が制作された芸術作品の展覧会を開催
します。輝く感性と創造のエネルギーの込められた作品は、
見る人に夢や元気、生きる力を与えてくれます。ぜひ会場で
ご覧ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、実施内容を変
更する場合があります。
●日時　広島会場　11月1日（火）～11月6日（日）
　　　　9時～17時（11月4日（金）は19時まで）
●場所　広島県立美術館 地下1階 県民ギャラリー
　　　　（広島市中区上幟町2-22）
●入場料　無料

令和４年度あいサポートアート展
～アートは喜び。アートは生きる力。～イベント

　 広島県障害者支援課
☎513-3155
問

　畝自治会絵手紙同好会の四季展
最終回（秋編）を開催します。相手の
心に寄り添う一言と鮮やかな彩りに
触れ、芸術の秋を感じに会場へ出か
けてみませんか。
●日時　１０月２０日（木）～１１月３日（木・祝） ９時～１６時
　※１０月２４日（月）、１０月３１日（月）は休館日
●場所　第１会場／ふるさと館
　　　　第２会場／＆古民家（畝１丁目１６-５）
　　　　　　　　  長谷 明子と佐々木 正子の二人展

畝自治会絵手紙同好会の皆さんによる
絵手紙展（秋編）イベント

　 ふるさと館
☎823-8396　FAX.823-8467

　織田幹雄さんが三段跳びで世界新記録を達成した際に
着用していた「スパイク」を中心に、戦後から現在までの日
本陸上トップアスリート（為末大さん、山縣亮太選手など）が
着用した「シューズ」や、最新モデルの陸上競技シューズを
展示します。（協力 福山市松永はきもの資料館、ミズノ株式
会社など）
●日時　１０月２２日（土）～１２月１１日（日）９時～１７時
　※１０月２１日（金）は、展示替えのため臨時休館とします。
●場所　織田幹雄記念館
　　　　（織田幹雄スクエア 2階）
●対象　どなたでも
●入館料　無料

同時開催 寄贈記念写真展
●場所　スクエアギャラリー（織田幹雄スクエア 2階）
今年度織田家より寄贈された秘蔵写真を多数展示します。

企画展「記録と歩んだシューズ展」イベント

　 織田幹雄スクエア
☎82２-7373　FAX.824-1125
問

　掛け軸の読み方や扱い方について学んでみませんか。
●日時　10月26日（水） 13時30分～15時30分
●場所　図書館 ２階 学習情報室
●対象　どなたでも
●定員　２０人（先着順）
●講師 頼山陽史跡資料館 主任学芸員 花本 哲志さん
●参加費　無料
●申し込み　10月5日（水）9時30分から電話または窓口で
申し込んでください。
※お手持ちの掛け軸や古文書の解読を希望する人は申し
込みの時に相談してください。

文化講座
「くずし字作品と文化に親しむ」イベント

　 町立図書館
☎823-3215　FAX.824-3315
問

▲第9回オリンピックアムステルダム大会出場陸上選手団
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　図書館では、「学校訪問おはなし会」「ももたろうくんのお
はなし会」「赤ちゃんのためのおはなし会ももちゃんくらぶ」
という３つの読み聞かせボランティアを募集しています。
　絵本や児童書と子どもをつなぐ、やりがいのある活動で
す。絵本や子どもが好きな人、一緒に活動しませんか。
　ボランティア活動に興味のある人、ボランティア活動をし
ている人は、読み聞かせボランティア養成講座にぜひ参加
してください。読み聞かせの絵本の選び方や読み方など基
礎からじっくり学べる２回コースです。
●日時　①11月9日（水）　②11月16日（水）
　　　　いずれも13時30分～15時30分
●場所　図書館 ２階 学習情報室
●対象　読み聞かせに関心のある人、読み聞かせを行って
いる人
●定員　1０人（先着順）
●講師 比治山大学短期大学部
　　　　幼児教育科教授　菊野 秀樹さん
●参加費　無料
●申し込み　10月12日（水）9時30分から電話または窓口へ。

読み聞かせボランティア
養成講座イベント

　 町立図書館
☎823-3215　FAX.824-3315
問

　ほほえみの国・タイはどんなところ？
　どんな食べ物があるの？
　タイの紹介を聞いて、タイの伝統文化であるタイ・カービ
ングを体験してみませんか？
※タイ・カービングは、草花などをモチーフにして野菜や果
物に彫刻するタイの伝統文化です。
※彫刻刀と石けんでクリスマスツリーを作ります。
●日時　10月30日（日）10時～12時30分
●場所　織田幹雄スクエア 304・305学習室
●対象　小学生（1・2年生は保護者同伴）
●定員　12人（先着順）
●講師 広島タイ交流協会タイ・カービング講師
　　　　川内 信枝さん
●参加費　一人500円　
　※当日集めます。
●申し込み　
　10月5日（水）9時から電話
　または窓口へ。
※ケガや事故への対応は、公民館
　総合保障で対応します。

異文化体験講座
「タイ・カービングをやってみよう！」イベント

　 織田幹雄スクエア
☎822-7373　FAX.824-1125
問

チャ
レンジカード

対象

　スマホですてきな写真を撮りたい！ インスタをはじめてみ
たい！ 写真撮影のコツとインスタグラムの開設・操作方法を
学びます。
　実戦レッスンとして「旧千葉家住宅」で撮影会を行いイン
スタグラムに投稿します。歴史を感じながらイイネの第一歩
をはじめてみませんか？
●日時　①11月28日（月）10時～12時
　　　　②令和5年1月16日（月）10時～12時
●場所　織田幹雄スクエア 306学習室
●対象　スマートフォンを使っている人
●定員　各10人
●講師 渡貫 久さん
●持ち物　自身のスマートフォン
●参加費　無料
●申し込み　各回の1週間前までに電話、
　メール（miryoku@town.kaita.lg.jp）、
　Faxまたは窓口へ。

スマホ写真＋インスタグラム講座イベント

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

　ふんわり優しい素材の羊毛に専用針（ニードル）を使用し
て来年の干支（卯）を全４回かけて作ります。
●日時　①②10月27日（木）　③④11月24日（木）
　　　　①③13時～14時30分　②④15時～16時30分
●場所　福祉センター ２階 講座室②
●対象　海田町在住の６０歳以上の人
●定員　９人（先着順）
●講師 中山みどりフェルトアート認定講師　
　　　　平井 ひろみさん
●持ち物　手芸用の小さいはさみ（他の道具はこちらで準
備します）

●参加費　1,650円（４回分）
●申し込み　10月6日（木）～
10月20日（木）（土・日曜日、
祝日を除く）の間に参加費を
添えて福祉センターへ。

教養健康講座「羊毛フェルトで
来年の干支（卯）を作ろう」イベント

　 福祉センター
☎823-7500　FAX.823-1411
問
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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

　いきいきと自分らしく働くことは、いきがいや健康につな
がります。
　60歳以上の皆さんの豊富な経験と知識を活かし、シル
バー人材センターで活動してみませんか。地域社会に貢献
するとともに、いきいきと仲間づくりができる環境を整えて
います。
　女性（会員）大歓迎です。まずは入会説明会へ参加してく
ださい。
●日時　10月11日（火）、10月25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

　広島広域都市圏の児童・生徒（小学生・中学生・高校生）を
対象に、広島交響楽団による音楽鑑賞教室を開催します。
　オーケストラや演奏曲にまつわる楽しい話を交えながら
プロのオーケストラの演奏をお届けします。
●日時　12月3日(土) 14時30分～15時30分（13時30分
開場）

●会場 三原リージョンプラザ 文化ホール （三原市円一町
2丁目1-1）

●募集対象　広島広域都市圏在住または広島広域都市圏
内の学校に通う児童・生徒およびその保護者

　※小学生のみでの入場不可。
　※未就学児の入場不可。
●募集人数　４１０人（当日指定席・先着販売）
●指揮 直井 大輔さん
●鑑賞料　小学生/700円　中学生/800円
　　　　　高校生/900円　保護者/900円 （別途手数料）
●申し込み　10月1日(土)10時～12月3日(土)14時30分
の間にチケットぴあホームページもしくはセブンイレブン
店頭にて申し込んでください。
　※Pコード：227-757
　※イベント当日、会場での当日券販売は行いません。
●主催　広島広域都市圏協議会、(公社)広島交響楽協会

【広島広域都市圏構成市町】
広島県／広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、
　　　　東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、
　　　　府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、
　　　　北広島町、大崎上島町、世羅町
山口県／岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、
　　　　田布施町、平生町
島根県／浜田市、美郷町、邑南町

広島交響楽団オーケストラ
音楽鑑賞教室イベント

　 広島広域都市圏協議会事務局（広島市広域都市圏推進課）
☎504-2017　FAX.504-2029
問

●持ち物　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です）
　インターネット回線は使用できません。
●申し込み　１０月１４日（金）までにシルバー人材センター
へ。申し込む時に相談内容を簡単に教えてください。

　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　１０月２７日（木） １３時３０分～１５時３０分
●場所　シルバープラザ ２階 会議室
●対象　どなたでも
●定員　８人（１人あたり１時間）
●講師 シルバー人材センター会員

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

頑張らずにできる
ウォーキング講座イベント

　 保健センター
☎823-4418　FAX.823-0020
問

　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実施しますので、ぜひ参加してください。
●内容　・効果的な体の使い方
　　　　・実践
●日時　11月9日（水）
　　　　13時30分～15時
●場所　織田幹雄スクエア
●対象　どなたでも
●定員　50人
●講師　SiNグループ　田中 信行さん
●持ち物　室内靴、運動ができる服装、水分補給できるもの
●参加費　無料
●申し込み　電話もしくは保健センター窓口へ。
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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　☎822-7373　FAX.824-1125
　 海田東公民館　☎823-2711　FAX.824-2311
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）

令和5年度海田町民レジャー農園
入園者を募集します募　集

　 都市整備課（役場２階）
☎823-9634　FAX.823-9203
問

●入園期間　令和5年4月１日（土）～令和6年3月31日（日）
　※入園期間終了の3カ月前までに入園申し込みの更新をす
れば、さらに1年間無抽選で同一の場所が利用できます。
（最長２年間）
●農園名・区画数　曙レジャー農園　16区画
●利用面積　1家庭につき1区画20平方メートル
●栽培作物　花・野菜
●入園料　年間3,300円
●申し込み　10月3日(月)～10月14日(金)までに都市整
備課へ。

※申し込み多数の場合は抽選会を行います。
※寺迫レジャー農園は閉園しました。

募集住宅

構造

建設年度

棟・階数

間取り

駐車場

単身者

三迫住宅

鉄筋コンクリート造

昭和60年

① 1号棟3階　② 2号棟3階

6畳、6畳、4畳半、DK

1台のみ有り

不可

町営住宅入居者（定期募集）募　集

　 都市整備課（役場２階）
☎823-9634　FAX.823-9203
問

　10月定期募集を行ないます。
●募集案内配布　10月11日（火）から
●配布場所　役場・各公民館・ひまわりプラザ
●申し込み　10月18日（火）～10月20日（木）
●受け付け　都市整備課
※くわしくは配布する募集案内を確認してください。

図書館カウンター業務を行う
会計年度任用職員の募集募　集

　 町立図書館
☎823-3215　FAX.824-3315
問

●業務内容　カウンター対応、図書資料の整理業務など
●条件　土・日曜日、祝日を含む週１日程度勤務できる人
（応相談）
　※できれば司書資格を持っている人。
●勤務場所　町立図書館
●報酬　司書資格なし　９２４円／時間
　　　　司書資格あり　９８０円／時間
●定員　1人
●申し込み　くわしい説明をしますので、まずは電話してく
ださい。面接時に海田町会計年度任用職員登録申込書
に必要事項を記入し、持って来てください。

健　康 医療機関で胃がん検診
（内視鏡検査）を実施中です

　 保健センター
☎８２３-4418　FAX.823-0020
問

　胃内視鏡検査は、内視鏡を口または鼻から挿入し、食道・
胃・十二指腸の粘膜を直接目でみることができるため、ポ
リープ、胃潰瘍、胃炎、ピロリ菌の有無もわかるすぐれた検
査です。
受診にあたって
●組織の一部を採取する組織検査を行うことがありますの
で、必ず健康保険証を持参してください。
●受診券を持参してください。紛失した場合は再発行します。
●料金　4,000円
　非課税世帯の人は2,000円（減免証明書を予め申請して
ください）
●町内の実施機関は次の4カ所です。（要予約）

●日時　令和5年3月31日（金）まで

おんじ内科クリニック

ちえ内科クリニック

森原内科胃腸科医院

山野上内科クリニック

☎５１６-５３１６

☎８４７-６５００

☎８２２-５５５０

☎８２３-７２７２

健　康 健康相談

　 福祉センター
☎８２３-７５００　FAX.823-1411
問

●日時　10月11日（火） １３時３０分～1４時３０分
●場所　福祉センター
●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）
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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。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、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　10月1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　10月26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: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

10月24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 

公認心理師が心の不安、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：１０月２１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

10月26日（水） ９時30分～1１時30分

●対象 海田町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 １０人
●講師 すずらん薬局　海田店
　　　　管理薬剤師　明海 賢一郎さん
●参加費　無料
●申し込み　電話で地域包括支援センターへ

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

　テーマ　「お薬との上手な付き合い方」
　介護についてのさまざまな知識や技術を学ぶ教室です。
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。
※当日は新型コロナウイルス感染防止対策として、手指消
毒、検温などを行います。

●日時　１０月１９日（水） １３時３０分～１５時３０分
●場所　福祉センター １階 ボランティア活動室

令和４年度「家族介護教室」福　祉
介　護
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　エディオン海田店に移動献血車がやってきます。献血へ
のご協力をお願いします。
●日時　11月5日（土） 10時～12時30分、13時45分～16時
●場所　エディオン海田店
●対象　
　・男性は17歳から69歳まで、女性は18歳から69歳まで
　・65歳以上の場合は、60歳から64歳までに献血経験の
ある人
　・体重が50kg以上の人
　該当者であっても医師の判断により献血ができない場合
があります。
●持ち物　献血カード（持って
いない人は受け付けの際
に、運転免許証や健康保険
証など、身分証明書を提示
してください）

献血にご協力ください。
あなたの善意で救われる命があります。お知らせ

　 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）
問
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　災害リスクの高い区域における都市的土地利用を抑制
するため、市街化区域内の土砂災害特別警戒区域の一部を
市街化調整区域に編入する取り組みを進めています。そこ
で、取り組み内容の説明会を行います。
①町民センター
　●日時　10月12日（水） 18時30分から
　●場所　町民センター 4階ホール
②織田幹雄スクエア
　●日時　10月13日（木） 18時30分から
　●場所　織田幹雄スクエア 304・305学習室

海田町都市計画区域区分の
見直し説明会お知らせ

　 都市整備課（役場2階）
☎823-9634　FAX.823-9203
問

　令和５年度町立小学校就学予定者を対象とした健康診断
を行います。
①海田小学校・海田西小学校就学予定者および保護者
●日時　１０月２０日（木）１３時３０分から　
●場所　織田幹雄スクエア

②海田東小学校就学予定者および保護者
●日時　１０月２７日（木）１３時３０分から　
●場所　海田東公民館

③海田南小学校就学予定者および保護者
●日時　１１月１０日（木）１３時３０分から　
●場所　海田東公民館

　保護者の人には、１０月上旬に案内状を送付します。

就学時健康診断のお知らせお知らせ

　 学校教育課（加藤会館2階）
☎823-9216　FAX.823-9256
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。案内や事務手続
きは、日本年金機構（年金事務所）が行います。
●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
　①65歳以上である
　②世帯全員の市町村民税が非課税となっている
　③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
●請求手続き
　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を送付します。
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。令和5年1月4日（水）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。
　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住民課
で請求手続きをしてください。
※年金生活者支援給付金の請求は、給付金専用ダイヤル
へ問い合わせてください。

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

出産育児応援金を給付しますお知らせ

　 保健センター
☎823-4418　FAX.823-0020
問

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し不安を抱え
る中で、出産を迎えた保護者を支援する取り組みの１つとし
て、出産育児応援金を給付します。
●対象 次の全てに該当する人
　①申請日時点で海田町の住民登録がある人
　②令和４年４月１日（金）から令和４年１２月３１日（土）まで
　に生まれた子どもの保護者

　※くわしくは、順次対象者に通知する案内文を確認してく
ださい。
●支給額　対象の子ども１人につき30,000円
●申請期間　令和５年２月２８日（火）まで（当日消印有効）

　取り引きまたは証明行為で使用される特定計量器は、２
年に１回の定期検査を受けることが計量法で定められてい
ます。該当するはかりを所有する人は、下記の日程で行われ
る集合検査または代検査を受検してください。
　（集合検査日程）

特定計量器（はかり）の定期検査お知らせ

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

　　  日程

１０月１２日（水）

１０月１３日（木）

１０月１３日（木）

　　  時間

１０時～１５時３０分

１０時～１２時

１３時～１５時３０分

　　  場所

織田幹雄スクエア

織田幹雄スクエア

海田東公民館
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　１０月１７日（月）～１０月２３日（日）は「行政相談週間」です。
　行政相談とは、国の仕事に関する意見や要望などについ
て、行政相談委員が相談に応じる制度です。相談は無料で、
秘密は固く守られますので、気軽に相談してください。
●１０月の行政相談開催日　１０月１３日（木） １０時～１２時
●場所　町立図書館 ２階 会議室

行政相談週間お知らせ

　 総務課（役場２階）
☎823-9202　FAX.823-9203
問

10月は3R推進月間ですお知らせ

　 環境センター
☎823-4601（FAX兼用）
問

　皆さん、3Rって知ってますか？
Reduce（リデュース）：ごみそのものを減らす
Reuse（リユース）：繰り返し使う
Recycle（リサイクル）：再び資源として利用する
　以上の3つの言葉を3Rと言います。
　皆さんは何かしてますか？
　自分に出来ることを見つけ、ごみの減量とリサイクルを推
進しましょう。

戦没者遺骨をご遺族のもとへお知らせ

　 厚生労働省
☎０３-３５９５-２２１９
問

　厚生労働省では、遺留品などの手掛かり情報からご遺族
が推定できる場合には、ご遺族からの申請に基づいて戦没
者遺骨とのDNA鑑定を行い、親族関
係が判明した場合、ご遺骨をご遺族に
返還しています。
　くわしくは厚生労働省ホームページ
で確認してください。

●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

海田町東公民館
証明書発行コーナー開設中お知らせ

　 住民課（役場１階）
☎823-9205　FAX.823-9627
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　10月8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　10月6日（木）、10月13日（木）、
　10月20日（木）、10月27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

広報かいた2022.10.1
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●時　間　毎月第3土曜日17時～19時
●場　所　海田南コミュニティホーム（南幸町５-２４）
●参加費　200円（2歳以下無料）

●対 象 者　どなたでも（要予約）
●申し込み　☎070-8491-6305（地域食堂「ひまわり」代表 藤井さん）

メール：himawari.t2021@gmail.com

環境センター
☎823-4601（FAX兼用）

地域食堂「ひまわり」では、昨年12月からフードバンク「FOOT&WORK ゆるティ」や広島市こ
ども食堂支援センター、その他皆さんの厚意により寄付された食品などを再利用し、食品ロス
削減に取り組んでいます。興味のある人は一度地域食堂「ひまわり」に食べに行ってみませんか。

10月は食品ロス削減推進月間です
～皆さん、食品ロス削減のために何かしてますか？～
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今月の休日診療当番医
※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。

コロナ禍における物価高騰対策について
　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、
ロシアのウクライナ侵攻や、円安などの複合的な要因で
原油価格、物価の高騰が続いております。
　このことにお困りの方や事業者への支援として、国や
県の取り組みに加えて、町独自の取り組みとして、下記の
支援策に取り組んでおります。
　・出産育児応援金
　・給食費に対する補助
　・中小企業、個人事業主に対する支援
　・介護サービス事業所、障がい福祉サービス等事業者
や保育園・幼稚園などの施設に対する支援
　・バス事業者への支援
　さらに、物価高騰は幅広く町民の皆様に影響を与えて
いることから、全町民の生活支援と、町内事業者の支援、
さらには地域経済の活性化を図ることを目的に、「海田町
感染防止対策・生活応援クーポン（第４弾）」を発行するこ

町長

とといたしました。
　割引率６割のクーポン券を配布し、皆様に活用いただ
き、全体で約１億2,000万円の効果を見込んでいます。
　11月中ごろからクーポンを順次お配りいたしますの
で、12月から1月末までの使用期間においてご活用くだ
さい。登録店舗も募集中です。
　詳細は海田町ホームページに掲載していくほか、お配
りするクーポンに同封します。
　また、前述の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。
　国は今後も追加の対策を順次出すこととしていますの
で、町といたしましても、コロナ禍におけ
る物価高騰対策として、町民の生活と地
域経済を守るための取り組みを全力で進
めてまいります。

コラム 西田祐三
海田町長

10月  2日(日) 海田よつ葉クリニック
10月  9日(日) 金谷整形外科クリニック
10月10日(月・祝) 森原内科胃腸科医院
10月16日(日) 津田産婦人科クリニック
10月23日(日) 菊川皮ふ科医院
10月30日(日) 岸本医院

(栄町　☎562-2100)
(幸町　☎822-2070)
(蟹原　☎822-5550)
(南幸町　☎821-0303)
(蟹原　☎823-7111)
(窪町　☎823-6298)



広報かいた2022.10.1 2７

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

10月4日（火）

10月13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

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。 ☎820-0294　FAX.820-0293

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
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の
掲
載
広
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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）



※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。

前売券を販売しています。
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10月26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♪
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（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☎�0120-852-3517（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
8月末現在（前月比）
人口30,５６５（+0）
世帯13,9５2（+１0）
男15,064（+35）
女15,404（+30）

［ 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
33回目となります。

●日　時   10月27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   Ｊ.ハイドン 弦楽四重奏曲 ヘ長調 op.74-2
　　　　　W.A.モーツァルト 弦楽四重奏曲 ニ短調 Kv.421
　　　　　F.クライスラー 弦楽四重奏曲 イ短調

Classic Concert in Kaita 2022

●生涯学習課（加藤会館２階）　☎823-9217　FAX.823-9256

ひさし

-

(整理券はありません。直接会場へ来てください)


