










税　収 前年度比

●財政課（役場3階） ☎８２３-９２０１　FAX.８２３-９２０３

令 和３年 度 決 算 報 告

海田町の家計簿海田町の家計簿

●新型コロナウイルス感染症対応の各事業
●私立保育所等の整備支援に係る保育所整備事業
●庁舎移転事業

令和3年度の主な事業

災害復旧費
9,504万円　0.7％

その他　
1億7,052万円　1.3％

商工費
1億8,142万円　1.5％

消防費
3億5,665万円　2.7％

教育費
7億3,292万円　5.6％

土木費
11億6,053万円　8.9％

衛生費
11億8,151万円　9.0％

公債費　
1５億5,648万円　11.9％

総務費
17億5,566万円　13.4％

民生費
58億7,724万円  45.0％

その他（依存財源）
4億9,110万円　3.5％

歳 出
１30億6,797万円
（対前年度比11.1％減）

歳 入
138億3,557万円
（対前年度比10.4％減）

地方消費税交付金
7億63万円　5.1％

地方交付税
14億2,242万円　10.3％

町債
13億4,172万円　9.7％

国県支出金　
46億298万円　33.3％

その他（自主財源）
9億9,924万円　7.2％

財政調整基金繰入金
9,714万円　0.7％
町税
41億8,034万円　30.2％

※ここで報告している数値は、「地方財政状況調査」によるもので、「決算書」の決算額とは異なるところがあります。

町民１人当たりに使われたお金

■財政状況の健全性に関する
　指標の公表について

■令和3年度一般会計および特別会計

■令和3年度水道事業会計（企業会計）

令和3年度決算に基づいた海田町の財政状況については、全会計で国が示す健全化基準をクリアしました。
（単位：％）

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

資金不足比率

収益的収支決算

資本的収支決算

企業債（借入金）令和3年度末現在高 

固定資産税

個人町民税

法人町民税

町たばこ税

軽自動車税

合　計

一般会計

公共下水道事業

国民健康保険

介護保険

後期高齢者医療

会計名 歳　入 歳　出 歳入歳出差引額 町債（借入金）
令和3年度末現在高 前年度比

138億3,557万円

12億157万円

23億7,046万円

21億8,160万円

3億9,547万円

130億6,797万円

11億9,905万円

23億326万円

20億8,796万円

3億9,450万円

7億6,760万円

252万円

6,720万円

9,364万円

97万円

（△1億9,415万円）

（△3億2,922万円）

ー

ー

ー

財政調整基金
（積立金）
令和3年度末残高

19億5,208万円

16億6,362万円

2億8,372万円

2億1,305万円

6,787万円

41億8,034万円

24億4,884万円

△1億2,449万円

△4,640万円

1,789万円

1,160万円

280万円

△1億3,860万円

1億8,332万円

町
税
の
税
収
内
訳

収入

支出

収入

支出

5億986万円

4億4,652万円

2億7,154万円

4億7,152万円

9億7,441万円

ー

ー

5.7

ー

ー

ー

ー

6.4

ー

ー

14.05

19.05

25.0

350.0

20.0

20.00

30.00

35.0

用語解説 3年度 2年度 早期健全化基準
（経営健全化基準）

財政再生
基準

一般会計の赤字の程度を指標化したもの

総額 42万9,359円
（令和4年3月31日現在の総人口30,436人で算出）

①民生費 193,101円　（前年度比47,743円）　　
　生活の安定や福祉の向上に
②総務費 57,684円　（前年度比△107,786円）
　窓口サービスなどのために
③公債費 51,139円　（前年度比21,089円）
　町の借金の返済に
④衛生費 38,819円（前年度比11,791円）
　健康を守るためやごみ処理に
⑤土木費 38,130円（前年度比△8,141円）
　道路、施設などをつくるために
⑥教育費 24,081円　（前年度比△12,547円）
　学校教育・社会教育のために
⑦消防費 11,718円　（前年度比△1,022円）
　災害対策のために　
⑧商工費 5,961円　（前年度比△2,991円）
　商工振興のために　
⑨その他　5,603円（前年度比△85円）
⑩災害復旧費 3,123円（前年度比△2,646円）
　災害復旧のために　

令和3年度決算が、９月の海田町議会で認定されました。
町民の皆さんの生活に関わりの深い事業を扱う一般会計を中心に、

１年間のやりくりをお知らせします。

依

存

財

源

自

主

財

源

93億8,396万円

62億6,153万円

ー

ー

ー

指　標

町の借金返済にかかる支払額が、町の経常
的な収入に占める割合を指標化したもの

公営企業を含む全ての会計を合算して、
町全体の赤字の程度を指標化したもの

借金や将来支払う負担金などの残高が、将来
の財政を圧迫する可能性を指標化したもの

各公営企業会計の資金不足について、
事業規模に対する割合を指標化したもの

くわしくは、海田町ホームページの「町政情報」の中に掲載しています。

民生費

町税

その他（自主財源）

国県支出金

町債

地方交付税

地方消費税交付金

その他（依存財源）

総務費

公債費

衛生費

土木費

教育費

消防費
商工費
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税　収 前年度比

●財政課（役場3階） ☎８２３-９２０１　FAX.８２３-９２０３

令 和３年 度 決 算 報 告

海田町の家計簿海田町の家計簿

●新型コロナウイルス感染症対応の各事業
●私立保育所等の整備支援に係る保育所整備事業
●庁舎移転事業

令和3年度の主な事業

災害復旧費
9,504万円　0.7％

その他　
1億7,052万円　1.3％

商工費
1億8,142万円　1.5％

消防費
3億5,665万円　2.7％

教育費
7億3,292万円　5.6％

土木費
11億6,053万円　8.9％

衛生費
11億8,151万円　9.0％

公債費　
1５億5,648万円　11.9％

総務費
17億5,566万円　13.4％

民生費
58億7,724万円  45.0％

その他（依存財源）
4億9,110万円　3.5％

歳 出
１30億6,797万円
（対前年度比11.1％減）

歳 入
138億3,557万円
（対前年度比10.4％減）

地方消費税交付金
7億63万円　5.1％

地方交付税
14億2,242万円　10.3％

町債
13億4,172万円　9.7％

国県支出金　
46億298万円　33.3％

その他（自主財源）
9億9,924万円　7.2％

財政調整基金繰入金
9,714万円　0.7％
町税
41億8,034万円　30.2％

※ここで報告している数値は、「地方財政状況調査」によるもので、「決算書」の決算額とは異なるところがあります。

町民１人当たりに使われたお金

■財政状況の健全性に関する
　指標の公表について

■令和3年度一般会計および特別会計

■令和3年度水道事業会計（企業会計）

令和3年度決算に基づいた海田町の財政状況については、全会計で国が示す健全化基準をクリアしました。
（単位：％）
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合　計
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公共下水道事業
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会計名 歳　入 歳　出 歳入歳出差引額 町債（借入金）
令和3年度末現在高 前年度比

138億3,557万円

12億157万円
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21億8,160万円

3億9,547万円

130億6,797万円

11億9,905万円

23億326万円

20億8,796万円

3億9,450万円

7億6,760万円

252万円

6,720万円

9,364万円

97万円

（△1億9,415万円）

（△3億2,922万円）

ー

ー

ー

財政調整基金
（積立金）
令和3年度末残高

19億5,208万円

16億6,362万円

2億8,372万円

2億1,305万円

6,787万円

41億8,034万円

24億4,884万円

△1億2,449万円
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用語解説 3年度 2年度 早期健全化基準
（経営健全化基準）

財政再生
基準

一般会計の赤字の程度を指標化したもの

総額 42万9,359円
（令和4年3月31日現在の総人口30,436人で算出）

①民生費 193,101円　（前年度比47,743円）　　
　生活の安定や福祉の向上に
②総務費 57,684円　（前年度比△107,786円）
　窓口サービスなどのために
③公債費 51,139円　（前年度比21,089円）
　町の借金の返済に
④衛生費 38,819円（前年度比11,791円）
　健康を守るためやごみ処理に
⑤土木費 38,130円（前年度比△8,141円）
　道路、施設などをつくるために
⑥教育費 24,081円　（前年度比△12,547円）
　学校教育・社会教育のために
⑦消防費 11,718円　（前年度比△1,022円）
　災害対策のために　
⑧商工費 5,961円　（前年度比△2,991円）
　商工振興のために　
⑨その他　5,603円（前年度比△85円）
⑩災害復旧費 3,123円（前年度比△2,646円）
　災害復旧のために　

令和3年度決算が、９月の海田町議会で認定されました。
町民の皆さんの生活に関わりの深い事業を扱う一般会計を中心に、

１年間のやりくりをお知らせします。

依

存

財

源

自

主

財

源

93億8,396万円

62億6,153万円

ー

ー

ー

指　標

町の借金返済にかかる支払額が、町の経常
的な収入に占める割合を指標化したもの

公営企業を含む全ての会計を合算して、
町全体の赤字の程度を指標化したもの

借金や将来支払う負担金などの残高が、将来
の財政を圧迫する可能性を指標化したもの

各公営企業会計の資金不足について、
事業規模に対する割合を指標化したもの

くわしくは、海田町ホームページの「町政情報」の中に掲載しています。

民生費
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その他（自主財源）

国県支出金

町債

地方交付税

地方消費税交付金

その他（依存財源）

総務費

公債費

衛生費

土木費

教育費

消防費
商工費
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令和4年度予算について、９月末現在の状況をお知らせします。くわしくは海田町ホームページの
「町政情報」の中に掲載しています。

令和4年度上半期の財政状況をお知らせします01
●財政課（役場3階）　☎823-9201　FAX.823-9203

会計名 予算現額(A) 収入済額(B) 収入率（B/A) 支出済額（D) 執行率(D/A)
一般会計 149億7,778万円 56億7,197万円 37.9% 48億5,014万円 32.4%
特別会計 62億3,651万円 20億867万円 32.2% 24億7,808万円 39.7%

水道
事業
会計

収益的収入 5億1,855万円 2億2,887万円 44.1% - -
収益的支出 4億7,503万円 - - 1億5,910万円 33.5%
資本的収入 1億4,872万円 0円 0.0% - -
資本的支出 4億31万円 - - 2,531万円 6.3%

※特別会計とは、公共下水道事業・国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療の4会計を指します。

区　分 面積および金額
土　地 1,627,243㎡
建　物 81,628㎡
基　金 42億307万円

区　分 地方債の現在高
一般会計 89億478万円

公共下水道事業特別会計 59億5,379万円
水道事業会計 9億4,974万円

※9月末時点では、一時借入金はありませんでした。

●会計別の収支状況

●財産の状況●地方債・一時借入金の状況

体重が減少した
６カ月の間に、体重が2～3㎏以上減少している

BMIが20未満
BMI(体格指数)＝体重（㎏）÷身長（m）÷身長（ｍ）

食べる量が少なくなった
１日に３回の食事がとれない、食欲がなくて食べる量が減った

定期的に、健診などで自分の栄養状態をチェックしましょう！

あなたは大丈夫？　低栄養状態をチェックしてみましょう

きらりん☆はつらつだより vol.8
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！

　低栄養は、自分でも気がつかないうちに進行していることがあります。
　65歳を過ぎて、特に病気などにかかっていなくても下記のような自覚症状がある場合には、低栄養の
可能性があります。

BMI(体格指数)＝体重（㎏）÷身長（m）÷身長（ｍ）

ー3kg
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地方公務員法では、人事行政の公平性・透明性を保つため、運営状況を公表することが義務づ
けられています。
このため海田町でも「海田町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、町民の
皆さんにご理解いただけるよう、主な内容をお知らせします。
くわしくは、役場１階ロビーの情報提供コーナーおよび海田町ホームページに掲載しています。

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

①職員数の推移
部門 令和3年 令和4年

一般行政 議会、総務、税務、民生、衛生、農林水産、商工、土木 154人 152人
特別行政 教育 25人 26人
公営企業会計 水道、下水道、介護 25人 23人

合計 204人 201人

②採用職員数
区分 令和3年度
一般行政 2人
技師（土木） 1人
保健師 1人
計 4人

③退職職員数
区分 令和3年度
定年退職 4人
勧奨退職 -
普通退職 5人
死亡退職 -
計 9人

①職員給与費の状況（普通会計決算）

区分 職員数
A

給与費 一人当たり
給料 職員手当 期末・勤勉手当 計　B 給与費　B/A

R3年度 179人 552,444千円 147,634千円 247,281千円 947,359千円 5,293千円
(注)1　職員手当には、退職手当を含みません。　　(注)2　職員数は、令和3年4月1日現在の普通会計職員の人数です。

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

一般行政職 42.0歳 310,600円 385,300円

●職員の任免や職員数に関する状況

●職員の給与の状況

②ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

(注)　�ラスパイレス指数は、一般行政職について、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を
示す指数です。

100
98
96
94
92
90

96.996.9

R3R3

96.496.4 96.496.4

R2R2

96.396.3 96.396.3

H31H31 R3R3

97.797.7

H30H30

97.597.5

R2R2

98.298.2

H31H31
海田町海田町 全国町村平均全国町村平均

H30H30
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人権に関するお知らせ03
●社会福祉課（役場１階）　☎823-9207　FAX.823-9627

11月25日（金）～12月1日（木）の1週間は「犯罪被害者週間」です。

　「犯罪被害者週間」は、犯罪被害者などが置かれている状況や犯罪被害
者などの名誉または生活の平穏への配慮の重要性について、理解を深めま
しょう。

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

　夫・パートナーからの暴力、ストーカーなどの事案は、依然として数多く発生しています。
　広島法務局および広島県人権擁護委員連合会では、女性をめぐるさまざまな人権問題の相談
活動を強化するため、期間中は常時開設している専用相談電話回線を増
設するとともに、相談時間を延長します。

●電話番号
　☎0570-070-810
●期間
　11月18日（金）～11月24日（木）
　8時30分～19時（土・日曜日は10時～17時）

人権相談所を開設します

　一人で悩まず相談してください。

●内容　�いじめ・体罰・家庭・近隣関係・
登記などで人権に関する問題

●相談員　人権擁護委員、司法書士
●申し込み　不要
●日時　12月8日（木）10時～15時
●場所　福祉センター
　　　　1階�ボランティア室
●対象　どなたでも
※秘密は厳守します。

人権啓発パネル展

　人権に関するさまざまなテーマのパネル
をロビーに展示します。

●展示期間
　11月25日（金）～12月9日（金）
� 海田東公民館
　12月10日（土）～12月22日（木）
� 福祉センター

犯罪被害者等支援シンボルマーク
「ギュっとちゃん」
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●座敷棟・角屋のほか、主屋活動室で資料展示「広島藩ゆかりの美術展」を行います。
　１１月１１日（金）～１１月１４日（月）、１１月２３日（水・祝）～１２月４日（日）１０時～１６時
　会場装花協力：海田町文化スポーツ協会講座「いけばな教室（小原流）」（11月23日（水・祝）から）

旧千葉家住宅「秋の特別公開」として、各種イベントを行います。
紅葉を迎えた庭園と、和の空間をお楽しみください。

●和文化体験「いけばな」１１月23日（水・祝）　①１０時～１１時　②１１時～１２時
●和文化体験「七宝～クリスマスオーナメントづくり」
　１１月２3日（水・祝）　１３時～１５時
●和文化体験「こども茶会」　１１月２6日（土）　①13時～14時　②14時～15時
●むかしのくらし体験「冬のえんがわ～炭火でいろいろ」
　１２月３日（土）　１３時３０分～１５時３０分

●和文化体験「いけばな」１１月23日（水・祝）　①１０時～１１時　②１１時～１２時
●和文化体験「七宝～クリスマスオーナメントづくり」
　１１月２3日（水・祝）　１３時～１５時
●和文化体験「こども茶会」　１１月２6日（土）　①13時～14時　②14時～15時
●むかしのくらし体験「冬のえんがわ～炭火でいろいろ」
　１２月３日（土）　１３時３０分～１５時３０分

※くわしくは、チラシ（各公共施設設置）や海田町ホームページ、フェイスブックなどを確認してください。※くわしくは、チラシ（各公共施設設置）や海田町ホームページ、フェイスブックなどを確認してください。

●場所　旧千葉家住宅　　●申し込み　11月4日（金）9時から、電話または窓口で申し込んでください。●場所　旧千葉家住宅　　●申し込み　11月4日（金）9時から、電話または窓口で申し込んでください。

織田幹雄スクエア　☎８２2-7373　FAX.824-1125

9/25
海田町文化祭
in織田幹雄スクエア

●海田町文化スポーツ協会　☎516-5525

　海田町文化祭in織田幹雄スクエアが
開催されました。
　日々の成果をステージや展示会場で
披露しました。
　コロナ前のようすに少しずつ戻りつつ
あります。

9/8

ありがとうございました
株式会社西井製作所

●財政課（役場3階）
　☎823-9201　FAX:823-9203

　つくも保育所のため
に、50万円を寄附してい
ただきました。
　ご寄附の趣旨に沿うよ
うに有効に活用します。

10/6

令和4年度空き缶等散乱
ごみ追放キャンペーンを
実施しました

●町民生活課（役場2階）
　☎823-9219　FAX.823-7927

　6月のキャンペーンに引き続き、9月もたくさ
んの方にご参加いただきありがとうございまし
た。おかげさまで12,850ｋgの散乱ごみを回収
することができました。

みんなで、健康に！
第10回瀬野川健康ウオーキング

●保健センター
　☎823-4418　FAX.823-0020

　瀬野川河川敷で第１０回瀬野川健康ウ
オーキングが行われました。当日は晴天に恵まれ、181人の
参加者が4㎞のコースをウオーキングしました。ゴール地点
の安芸区スポーツセンターでは健康相談、体力測定、歩行姿
勢測定、スポーツ体験などができるブースが賑わいました。

10/1
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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　11月26日（土）
●集合　13時にJR海田市駅北口
●申し込み　11月18日（金）まで

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

●日程　11月19日（土）
●集合　9時30分にJR海田市駅北口
●申し込み　11月11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　11月12日（土）
●定員　20人（先着順）
●集合　９時30分に織田幹雄スクエア
●申し込み　11月4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

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

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

宝くじ助成金を活用し備品を整備しました

　「あさひ自治会」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、秋祭りで使用す
る子ども神輿、神輿台を購入しました。購入備品はあさ
ひ自治会集会所に保管し、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

国際理解フォーラム
～グローバル時代に求められる本当の力とは～

　「グローバル」には英語も大事、でもさらに大切なスキルとは？
　これからの時代を生きる子どもたちに本当に必要な力とは何でしょう。ALT(英語指導助手)の目線から感じて
いることなどを話していただきます。
●日時　11月26日(土)　10時～12時 　●場所　ひまわりプラザ
●対象　どなたでも    　●定員　70人（先着順）
●講師　シャフィク ファリク ビン アルファン先生 　●参加費　無料
●申し込み　11月21日（月）までに名前、連絡先を明記の上、電話、FAX、メールのいずれ

かの方法で申し込んでください。

●海田町国際交流協会　☎823-7611（FAX兼用）
　E-mail : kokusai@ms13.megaegg.ne.jp

西国街道を歩こう～海田編～ ●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～海田編～」を開催します。宿場町「海田市」から出迎えの松の「中
野」まで、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　JR海田市駅北口 ●解散場所　JR安芸中野駅前
●日時　11月27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　11月1日（火）～11月18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。
安芸区地域起こし推進課　☎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。

上田宗箇流茶道 in海田 文化教室

　広島ゆかりの伝統ある武家茶道と広島の文化を、海田町の歴史文化にも触れながら学んでみませんか。
　上田宗箇流の講師をお迎えし、毎回の講義後にお茶・お菓子をいただきます。また、最終講では和風堂を訪問
し、400年前の古図を基に再現した茶屋や路地を肌で体感していただきます。

日　程

1講 １２月３日（土）

2講 １月１４日（土）

3講 ２月１１日（土）

講　義

表題：広島の伝統工芸について／和風堂訪問に向けて
内容：伝統工芸品について／おもてなしとは／和風堂とは

表題：茶道上田宗箇流とは／
　　広島を代表する伝統文化「上田宗箇流」について
内容：旧千葉家住宅について／上田宗箇について／
　　和風堂について

表題：上田流和風堂訪問
内容：上田流和風堂を実際に訪問する

場　所

織田幹雄スクエア、
旧千葉家住宅

織田幹雄スクエア

上田流和風堂

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

●今年度の開講予定

●定　　員　10人（申し込み多数の場合抽選）
●参 加 料　1講あたり1,000円（全講を受講した場合3,000円必要）
●持 ち 物　白い靴下または白足袋（可能であれば）
●注　　意　基本的に3講全てを受講できることを申し込みの条件とします。
●申し込み　11月22日（火）までにメール、FAXまたは窓口への申込書提出により申し込んでください。メールで

の申し込みの場合、件名を「上田宗箇流茶道文化教室 申し込み」とし、本文に名前（ふりがな）、住
所、電話番号を明記してください。

※個人情報は、本講座開催のためのみに使用します。
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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　11月26日（土）
●集合　13時にJR海田市駅北口
●申し込み　11月18日（金）まで

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

●日程　11月19日（土）
●集合　9時30分にJR海田市駅北口
●申し込み　11月11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　11月12日（土）
●定員　20人（先着順）
●集合　９時30分に織田幹雄スクエア
●申し込み　11月4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

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

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

宝くじ助成金を活用し備品を整備しました

　「あさひ自治会」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、秋祭りで使用す
る子ども神輿、神輿台を購入しました。購入備品はあさ
ひ自治会集会所に保管し、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

国際理解フォーラム
～グローバル時代に求められる本当の力とは～

　「グローバル」には英語も大事、でもさらに大切なスキルとは？
　これからの時代を生きる子どもたちに本当に必要な力とは何でしょう。ALT(英語指導助手)の目線から感じて
いることなどを話していただきます。
●日時　11月26日(土)　10時～12時 　●場所　ひまわりプラザ
●対象　どなたでも    　●定員　70人（先着順）
●講師　シャフィク ファリク ビン アルファン先生 　●参加費　無料
●申し込み　11月21日（月）までに名前、連絡先を明記の上、電話、FAX、メールのいずれ

かの方法で申し込んでください。

●海田町国際交流協会　☎823-7611（FAX兼用）
　E-mail : kokusai@ms13.megaegg.ne.jp

西国街道を歩こう～海田編～ ●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～海田編～」を開催します。宿場町「海田市」から出迎えの松の「中
野」まで、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　JR海田市駅北口 ●解散場所　JR安芸中野駅前
●日時　11月27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　11月1日（火）～11月18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。
安芸区地域起こし推進課　☎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。

上田宗箇流茶道 in海田 文化教室

　広島ゆかりの伝統ある武家茶道と広島の文化を、海田町の歴史文化にも触れながら学んでみませんか。
　上田宗箇流の講師をお迎えし、毎回の講義後にお茶・お菓子をいただきます。また、最終講では和風堂を訪問
し、400年前の古図を基に再現した茶屋や路地を肌で体感していただきます。

日　程

1講 １２月３日（土）

2講 １月１４日（土）

3講 ２月１１日（土）

講　義

表題：広島の伝統工芸について／和風堂訪問に向けて
内容：伝統工芸品について／おもてなしとは／和風堂とは

表題：茶道上田宗箇流とは／
　　広島を代表する伝統文化「上田宗箇流」について
内容：旧千葉家住宅について／上田宗箇について／
　　和風堂について

表題：上田流和風堂訪問
内容：上田流和風堂を実際に訪問する

場　所

織田幹雄スクエア、
旧千葉家住宅

織田幹雄スクエア

上田流和風堂

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

●今年度の開講予定

●定　　員　10人（申し込み多数の場合抽選）
●参 加 料　1講あたり1,000円（全講を受講した場合3,000円必要）
●持 ち 物　白い靴下または白足袋（可能であれば）
●注　　意　基本的に3講全てを受講できることを申し込みの条件とします。
●申し込み　11月22日（火）までにメール、FAXまたは窓口への申込書提出により申し込んでください。メールで

の申し込みの場合、件名を「上田宗箇流茶道文化教室 申し込み」とし、本文に名前（ふりがな）、住
所、電話番号を明記してください。

※個人情報は、本講座開催のためのみに使用します。
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ネ ウ ボ ラ ひ ろ ば
妊 娠 か ら 出 産 ・ 子 育 て ま で を 応 援 !

み ん な 集 ま れ !  !

広島県の子ども元気いっぱいキャラクター�イクちゃん

こども課（役場1階）　☎823-9227
保健センター	 　☎823-4418

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

　子育てをもっと楽しもう！子どもの成長、発達を知ると子どもの姿が見えてきます。
　お父さん、お母さん、みんなで子育てについて考えてみませんか？

子 育 て 講 演 会 「 子 ど も の 育 ち 　 ～ 0 歳 の 子 が 5 歳 に な る ま で ～ 」

●日時　11月28日（月）10時～11時30分� ●場所　ひまわりプラザ
●対象　妊婦、子育て中の人� � � ●定員　20組�※託児あり。（10人まで）
●講師　県立広島大学名誉教授　中谷�隆さん
●申し込み　各子育て支援センター�※託児希望の人は申し込み時に伝えてください。

●ベビーマッサージ講師
　助産師　岡崎�美菜さん
●リフレッシュサロン講師
　助産師　藤田�亜希子さん

お父さんのベビーマッサージ＆お母さんのリフレッシュサロン

お 父 さ ん 講 座

●日時　12月3日（土）10時～11時30分
●場所　ひまわりプラザ
●対象　2～6カ月頃の赤ちゃんとその家族　　●定員　８組
●申し込み　11月7日（月）から各子育て支援センター

海田幼稚園� ☎823-5635 11月の園庭開放はお休みします

海田みどり幼稚園
� ☎822-4359

1１月２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

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
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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

パパママ教室
（沐浴編） 12月10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　11月10日（木）から

プレママ教室
（育児の実践編） 11月26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（家族参加可）

ベビーマッサージ
（産後ママのための休憩室）

①11月18日(金)
②12月8日(木)

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�②11月8日(火)から

骨盤ケア・べびぃケア
（産後ママのための休憩室）

12月1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　11月1日（火）から12月9日（金）

べびぃケア遊び 12月15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 11月10日（木）
12月19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 ①11月21日(月)
②12月9日(金) 保健センター

①１３時３０分～
　１６時３０分
②9時00分～
　12時00分

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

催　し　名 月　日 場　所 時　間 内　容

ひよこ相談

11月16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

11月4日（金）、12月2日（金） 町民センター
9時30分～11時

11月28日（月） 海田児童館

乳幼児の相談　　※要予約。

催　し　名 月齢
（対象は未就園児と保護者のみ） 時　間 ひまわりプラザ 海田児童館 町民センター 内　容

赤ちゃん教室１（にこにこ） 4カ月～8カ月

10時～
11時30分

11月8日(火) 11月9日(水) 11月9日(水)
保育士と一緒に
月齢や季節に応
じたあそびを楽
しみましょう。

赤ちゃん教室２（はいはい） 9カ月～1歳3カ月 11月15日(火) 11月16日(水) 11月16日(水)

親子教室１（よちよち） 1歳4カ月～2歳未満 11月11日（金）

親子教室２（のびのび） 2歳以上 11月24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2～ 12月8日（木） ひまわりプラザ

13時30分～
15時30分

離乳食の応用編と離乳食相談
●対象　2歳未満の子どもをもつ保護者
●定員　8組　※託児あり。
●持ち物　食育支援ファイル（持っている人）、託児グッズ
●申し込み　11月1日（火）からひまわりプラザへ。

催　し　名 月　日 場　所 時　間 内　容

赤ちゃん講座
ままたいむ

（４回連続講座）

１１月２２日・２９日
１２月６日・１３日
※火曜日。

ひまわりプラザ

10時～
11時３０分

子育てについて情報交換をしながら、初めて子育てをす
るお母さん同士で仲間づくりをします。
●対象　令和４年６月・７月・８月生まれの第１子の赤
ちゃんとお母さん
●申し込み　各子育て支援センター
※�参加できる子育て支援センターは地域によって決まっ
ています。くわしくは各子育て支援センターへ。

１１月２２日・３０日
１２月７日・１４日
※水曜日。

（２２日のみ火曜日）

海田児童館
町民センター
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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の接種について
●対　　象　�初回接種（１・２回目）を完了した人のうち12歳以上の人
　　　　　　※�これまでに接種したワクチンの種類はファイザー、モデルナ、ノババックスのどれでも接種可

能です。
　　　　　　※接種間隔については接種券に同封するお知らせや海田町ホームページを確認してください。
●接 種 券　接種可能時期までに送付します。
　　　　　　すでに３回目または４回目の接種券が送られている人はそちらを利用してください。
　　　　　　※他の市町村から海田町に転入した人は、接種券の発行には申請が必要となります。
　　　　　　　申請書を保健センターへ提出してください。
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。

11月の集団接種日程
接種日 曜日 場所 時間 ワクチン
11月10日 木

福祉センター
【午前の部】�９時～１２時
【午後の部】�１３時３０分～１７時３０分

ファイザー

11月11日 金
11月12日 土
11月13日 日
11月19日 土

織田幹雄スクエア
11月20日 日

個別医療機関での接種について
　個別医療機関においても接種を実施していますので、希望者はご自身で各医療機関に連絡してください。

武田社ワクチン（ノババックス）の３回目接種を希望する方について
　18歳以上の３回目接種対象者のうち、オミクロン株対応ワクチンではなく武田社ワクチン（ノババックス）
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。

１・２回目接種について
　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。

生後６カ月～４歳の接種について 新しく接種が開始となります
　11月より接種を開始します。対象者には順次接種券を発送しますので、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。

2022.11.116
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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11月
号掲載イベントなどが中止となる場合がありま
す。最新の情報は海田町ホームページを確認し
てください。また、各イベント・講座に参加する
場合、マスクを着用してください。

ももたろうくんのおはなし会
月日 1１月１２日（土） 1１月2６日（土）

図書館

絵本の読み聞かせ
テーマ「秋」

絵本の読み聞かせ
テーマ「絵本作家　宮西 達也」

場所
時間
費用
対象

内容

11時から
無料（自由参加）
幼児～低学年

赤ちゃんのためのおはなし会　ももちゃんくらぶ
月日 1１月４日（金）１１月１８日（金）1２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

　１1月の読書のテーマは「くだもの・野菜」です。
　今月は果物や野菜、食事や料理に関する本を展示してい
ます。
●休館日　1１月の休館日は次のとおりです。
毎週月曜日（祝日などの場合翌日）
1１月３０日（水）（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

チャ
レンジカード

対象

チャ
レンジカード

対象

海田町キッズスポーツ
フェスティバル2022イベント

　 海田町文化スポーツ協会
☎516-5525
問

　「走・投・蹴・打」運動の基礎で楽しくスポーツを体験
して好きなスポーツ、得意なスポーツを見つけよう！
●日時　11月20日（日）
●場所　海田小学校グラウンド・体育館
●対象　年中～小学3年生
●定員　8教室　各10人（先着順）
●種目　屋外（ソフトボール・サッカー）、屋内（バドミントン・
バレーボール）。柔らかいボールやゲーム形式でスポーツ
を楽しく体験します。
　各教室の時間帯や種目など、くわしくは海田町文化ス
ポーツ協会ホームページで確認してください。
●持ち物　運動できる服装、運動できる屋外シューズ、室
内シューズ、飲み物、タオルほか
●参加費　1コース1人300円（当日受け付けで徴収します）
●申し込み　参加申し込み二次元コード
または海田町文化スポーツ協会窓口へ。
（電話での受け付けはしません）

　運動と脳トレが同時にできるエクササイズ（ライフキネ
ティック）に家族で一緒に挑戦しましょう。
　動きやすい服装で来てください。
●日時　12月4日(日) 10時～11時30分
●場所　織田幹雄スクエア
●対象　年中から小学６年生までの子どもとその保護者

家族でチャレンジ！
運動×脳トレ講座イベント

　 青少年育成海田町民会議(生涯学習課内)
☎823-9217
問

チャ
レンジカード

対象

●定員　20組（先着順）
●講師 ライフキネティック公認パーソナルトレーナー
●持ち物　室内シューズ、飲み物、タオルなど
●参加費　1人１００円
●申し込み　保護者1人に対して子ども２人まで可
　11月7日(月)～11月25日(金)の間に生涯学習課の窓
口、電話、またはメール(syakyo@town.kaita.lg.jp)で
参加者全員の氏名、子どもの学年、保護者の連絡先（電
話番号）を連絡してください。

●日時　12月11日（日） 8時15分から受け付け
●場所　瀬野川河川敷特設コース
●種目　小学1～3年生（1km）、小学4～6年生(2km)、
　中高生・一般男子の部（2km）、中高生・一般女子の部
(2km)、中高生・一般男子の部（3km）、中高生・一般女子の
部(3km)、ファミリージョギングの部(1km)
　※参加者の少ない種目は中止する場合があります。
●参加費　1人300円（当日受け付けで徴収します）
●申し込み　11月30日（水）17時までに海田町文化ス
ポーツ協会窓口へ。

第５３回海田町
織田幹雄記念マラソン大会イベント

　 海田町文化スポーツ協会
☎516-5525
問

チャ
レンジカード

対象

チャ
レンジカード

対象
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インフォメーションインフォメーション

広報かいた2022.11.1

　「より速く より高く より強く」を目標に、あらゆるスポーツ
の基礎となる、「走る」「跳ぶ」「投げる」という運動を点数に
換算して順位を決める競技です。
●日時　11月26日（土） 8時から受け付け
●場所　海田小学校グラウンド
●対象　原則町内在住の小学3年生～中学3年生
●定員　低学年男女各40人 高学年男女各40人（先着順）
●種目　小学生4種競技／低学年（50ｍ走・走幅跳・ソフト
ボール投げ・400ｍ走）、高学年（100ｍ走・走幅跳・ジャベ
リックボール投げ・800ｍ走）
　中学生2種競技／（100ｍ走・走幅跳）
●参加費　1人300円（当日受け付けで徴収します）
●申し込み　11月21日（月）17時までに
参加申し込み二次元コードまたは海田町
文化スポーツ協会窓口へ。

織田幹雄記念小学生4種／
中学生2種陸上競技大会イベント

　 海田町文化スポーツ協会
☎516-5525
問

　仕事帰りのちょっとした時間…呼吸や瞑想など最近話題
のヨガで週末にココロとカラダをリセットしませんか？
　初心者大歓迎です。
第１回　疲労回復ヨガ
第２回　身体引き締めヨガ
※全2回の講座ですが、1回だけの参加もできます。
●日時　11月25日（金）・12月9日（金） 18時30分～20時
●場所　織田幹雄スクエア 303多目的室
●対象　おおむね18歳以上の人
●定員　12人（先着順）
●講師 一般社団法人海田町文化スポーツ協会講座
　　　　ヨガ教室　講師　大迫 すみえさん
●持ち物　水・タオル・ヨガマット（あれば）
●服装　運動しやすい服装
●参加費　無料
●申し込み　11月5日（土）9時から電話または窓口へ。
●注意事項　ケガや事故への対応は、公民館総合保障で
対応します。　

働く大人の趣味探し講座
「気軽にヨガ」イベント

　 織田幹雄スクエア
☎822-7373　FAX.824-1125
問

ふれあい健康ウォーキング
ノルディックウォーク体験ができますイベント

　 海田町公衆衛生推進協議会
☎８２３-８５０３（FAX兼用）
問

　ポールは無料で貸し出しします。総合公園では、グラウン
ドゴルフやダーツ、ペタンクなどのスポーツもやります。
※当日はお弁当付き。
●コース　海田東公民館→総合公園（昼食・グラウンドゴ
ルフなど）→海田東公民館
●日時　１１月２３日（水・祝） ９時３０分～１５時
　（受け付け ９時～９時３０分）
●集合場所　海田東公民館
●対象　小学３年生以上
●定員　１００人（先着順）
●講師　オールオンスポーツ
●持ち物　参加費・飲み物・タオル・運動できる服装
●参加費　３５０円（弁当代・保険代）
●申し込み　１１月１日（火）～１１月１５日（火）の間に電話で
海田町公衆衛生推進協議会へ。

　紅葉の日浦山に登って親子で自然とふれあってみませんか？
里山ガイドの会と一緒に解説付きで安心して登れます。
　登頂時30分程度、軽食休憩します。初心者親子も大歓迎！
●日時　11月26日（土） 9時30分～13時　9時20分まで
に集合、9時30分出発
●集合場所　織田幹雄スクエア
●対象　小・中学生とその保護者
●定員　15人（先着順）
●講師 海田里山ガイドの会
●服装　長袖・長ズボン、運動靴、帽子、軍手
●持ち物　タオル、飲み物、軽食、敷物、保険証など
●参加費　１人100円　（当日支払）
●申し込み　11月4日（金）から電話または窓口へ。
●注意事項　雨天などで中止の場合は、前日または当日に
連絡します。ケガや事故への対応は、公民館総合保障で
対応します。

親子で登ろう！
山登り講座～晩秋編～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
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　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 亮太さんなど）
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。
●日時　１２月１１日（日）まで開催中 ９時～１７時
　※１2月12日（月）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
●協力　福山市松永はきもの資料
　館、ミズノ株式会社など
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

▲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

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。今回だけの参加も可能です。
第４回（最終回）
●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

●出演　弦楽四重奏団 「メロン大福」
　　　　マンドリンアンサンブル 「フォレストウィンド」 
　　　　広島ホットキャッツ（ジャズバンド）
●日時　11月13日(日) 14時～15時40分
●場所　ひまわりプラザ ４階 ホール
●定員　60人
●入場料　無料
※コロナウイルス感染拡大防止のため、来場した際に名前
と連絡先を確認します。

サクラガーデン
「ロマンチックコンサート」イベント

　 音楽ボランティア・サクラガーデン　長谷川
☎090-3880-2247
問

　町内の小学校・中学校・高等学校・一般の吹奏楽団による
コンサートを行います。
　小学生のかわいい演奏から迫力ある演奏までさまざまな
ステージを届けます。
●日時　11月6日（日） 13時開演（12時30分開場）
●場所　織田幹雄スクエア ホール
●定員　２50人
●申し込み　事前申し込み不要。直接会場に来てくださ
い。 ※駐車場には限りがあります。

ふれあいコンサートイベント

　 海田町文化スポーツ協会
☎516-5525
問

チャ
レンジカード

対象

　多肉植物の寄せ植えにチャレンジしてみ
ませんか？
●日時　11月23日（水・祝） １０時～１２時
●場所　福祉センター ２階 講座室②
●対象　海田町在住の小学生または６０歳以上の人
●定員　８人（先着順）
●講師　かとう花店　加藤 正裕さん
●持ち物　特になし（すべてこちらで準備します）
●参加費　１,０００円
●申し込み
　11月２日（水）～11月14日（月）
　（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。

世代間交流事業
「多肉植物の寄せ植え教室」
～オリジナルサファリパーク～

イベント

　 福祉センター
☎823-7500　FAX.823-1411
問
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防災士育成事業補助金イベント

　 防災課（役場２階）
☎823-9208　FAX.823-7927
問

　町民の防災意識の高揚、地域防災力の向上を図るため、
日本防災士機構が行う防災士の認定に必要な経費（受講
料、受験料、登録料）を補助します。
広島会場
●日時　２月２５日（土）・２月２６日（日）
●場所　広島県情報プラザ（広島市中区千田町3-7-47）
●対象　海田町自主防災リーダー認定者
●申し込み　個人で防災士研修講座に申し込んだ後、１２
月２８日（水）までに、防災課に備え付けの海田町防災士育
成事業補助金交付申請書を防災課
へ提出してください。
※くわしくは防災士研修センターホー
ムページを確認してください。

ワードを使用した
年賀状講習会イベント

　 シルバー人材センター　
☎８２３-２７３３　FAX.８２２-５５１２
問

　マイクロソフト「ワード」を使用して年賀状の裏面を作成し
ます。
●日時　11月24日（木） 13時15分～16時15分
●場所　シルバープラザ ２階 会議室
●対象　ワードでの文字入力が可能な人
●定員　６人（先着順）
●講師　シルバー人材センター会員
●持ち物　ワードが搭載されたウィンドウズパソコンを持っ
てきてください。
●参加費　2,000円（テキスト代含む）
●申し込み　11月18日（金）までにシルバー人材センターへ。

　テーマ「見て、触れて、初めて体験するタブレット教室！」
　「タブレットに興味はあるけれど、よくわからない」、「自分
にタブレットは使えるだろうか」と思っている人、タブレット
を購入前に試してみたい人は、実際にタブレットに触れて、
体験してみませんか。
●日時　①１２月６日（火）１３時３０分～１５時３０分
　　　　②１月２０日（金）１３時３０分～１５時３０分
　　　　※①②は同一内容です。
●場所　①織田幹雄スクエア ３階 ３０４・３０５学習室
　　　　②海田東公民館 ２階 視聴覚室
●対象　タブレットに興味・関心がある町内在住の６５歳以
上の高齢者など
●定員　各日１５人（先着順）
●講師 ソフトバンク株式会社 スマホアドバイザー
●持ち物　筆記用具　
　　　　　※タブレット（ｉＰａｄ）を１人１台貸し出します。
●参加費　無料
●申し込み　電話またはＦＡＸで地域包括支援センターへ
申し込んでください。
●締め切り　①１２月１日（木）　②１月１７日（火）

タブレット教室を開催しますイベント

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

　お弁当屋さんで人気のドリンク「オリジナルみるくわら
び」を親子で一緒につくろう！１人１品つくります。
※作ったドリンクは持ち帰ります。
●日時　１１月２６日（土）１０時～１１時３０分
●場所　海田東公民館 実習室
●対象　町内在住・在学の小学生とその保護者
●定員　１０組２０人（抽選）
●講師 まる多弁当
●持ち物　エプロン・三角巾・上靴・タオル
●参加費　1,000円/組
●申し込み　１１月１日(火)～１１月１５日(火)の間に二次元
コードより申し込んでください。
　後日、参加決定者に参加決定のメールを送ります。（落選
した場合には連絡はありません）
●注意事項　
 　・ アレルギーに注意して
　　ください。
　・ 参加者以外の同伴者の
　　入室はできません。

料理教室「親子でデザート系
ドリンクづくり」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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シルバー人材センター 正職員募集募　集

　 シルバー人材センター
☎823ｰ2733　FAX.822ｰ5512
問

　令和5年1月1日採用職員を募集します。
●募集職種　事務（企画調整） 1人
●受験資格　①39歳未満（令和5年1月1日現在）
                  ②大学卒業以上
                  ③普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
●試験日時　第一次試験／書類選考
　　　　　　第二次試験／12月11日（日）小論文、面接
●試験会場　海田町シルバープラザ
●申し込み　履歴書に必要事項を記載の上、11月25日
（金）までに提出してください。郵送可。（土・日曜日、祝日
を除く8時30分～17時15分）
　また、社会人経験がある場合は、職務経歴書を作成し、
　履歴書とともに提出してください。

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

　説明会を３会場で行います。この機会に参加してください。
●日時　①11月  8日（火） 13時30分から
　　　　②11月16日（水） 13時30分から
　　　　③11月17日（木） 13時30分から
　　　　④11月22日（火） 13時30分から
●場所　①④シルバープラザ②海田東公民館
            ③福祉センター
●入会資格　町内に在住で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
●申し込み　不要

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）。

読み聞かせボランティア
はじめませんか？募　集

　 町立図書館
☎823-3215　FAX.824-3315
問

　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。
　おはなし会の見学やボランティア登録を希望する人は、
図書館に問い合わせてください。

健　康 高齢者
インフルエンザ予防接種助成

　 保健センター
☎８２３-4418　FAX.823-0020
問

●助成対象者　６５歳以上の人、６０歳～６５歳未満で、心
臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによ
り免疫の機能に障害を有し、身体障害者手帳１級に相当
する人
●自己負担額　１,５００円
●免除対象者　生活保護世帯に属する人、最新年度で町
県民税非課税世帯に属する人は保健センターで発行す
る免除証明書の提出もしくは以下の代用書類を提示す
ることで自己負担の免除を受けられます。
●代用書類　被保護者証明証、社会福祉法人等利用者負
担軽減確認証、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額
減額認定証、介護保険負担限度額認定証、介護保険特
定負担限度額認定証、介護保険利用者負担額減額・免除
等認定証
●接種期限　１月３１日（火）まで
※予防接種券、予診票は町内の医療機関に置いています。
町外の医療機関で接種する人は、事前に保健センターに
取りにきてください。

令和４年度「家族介護教室」
テーマ「きらりん☆はつらつ体操」

福　祉
介　護
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健　康 お待たせしました！
心と体のハッスル教室（PART2）

　 保健センター
☎８２３-4418　FAX.823-0020
問

　健康づくりのため、しっかり学んで、家族・友人・周りの人
へ･･･一緒に発していきましょう！　希望の回のみの参加も
可能です。

●時間　10時～11時30分　
●場所　織田幹雄スクエア　
　　　（海田公民館）
●申し込み　実施日３日前まで
に電話で保険センターへ

内容

「新しいことやってみよう ！ TRY♪モルック」
講師：モルック広島代表　香川 陽子さん

「睡眠教室～快眠のためのメリハリ生活～」
講師：広島国際大学　教授　田中 秀樹さん

ゲートキーパー養成講座
「地域で支え・支えあう関係づくり
～この町で自分らしく暮らしたい～」
講師：社会福祉士　田中 洋子さん

「できるだけご機嫌な毎日のために♪
～アンガーマネージメント入門講座～」
講師：臨床心理士 公認心理師　高見 知日子さん

実施日

11月24日（木）

12月  7日（水）

  2月  1日（水）

  2月  9日（木）

健　康 11月8日は「いい歯の日」
歯科検診受けませんか？

　 保健センター
☎８２３-4418　FAX.823-0020
問

　口の中の細菌（歯周病菌）が糖尿病を始めとする生活習
慣病などと深く関わっていることが分かっています。30代
以降で有病率が高い歯周病ですが、自覚症状が乏しく、気
づいた時には重症化していることが少なくありません。歯
科検診を受けて異常の早期発見・早期治療をしましょう。歯
科検診は健康長寿の第一歩です。
●対象者　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。
●自己負担額
　５００円（30歳・35歳・40歳・
　　　　 50歳・60歳になる人）、
　無料（70歳になる人）
※期限は令和5年3月末まで。
　受診券を紛失した人は保健
　センターに連絡してください。

保健行事健　康

　 保健センター
☎823-4418　FAX.823-0020
問

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

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

12月19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：１２月１４日（水）までに
　　　　 保健センターへ（電話可）
相　　談：府中みくまり病院
　　　　  医師　岡 英彦さん

●こころの相談室（精神保健福祉相談）

日時

内容

12月19日（月） 13時30分～15時30分

健　康 健康相談

　 福祉センター
☎８２３-７５００　FAX.823-1411
問

●日時　11月8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　11月12日（土） １３時３０分～１５時３０分
　●場所　ふるさと館
　●問い合わせ　原本 明美さん（☎０９０-８２４２-０６３９）
②認知症カフェ花みずき
　●日時　11月30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

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

　海田町では安芸地区医師会を中心に在宅
看取りに積極的に取り組んでいます。
　今回は実際に在宅看取りに携わっている医師や訪問看
護師、ケアマネジャーと共に在宅看取りをした家族の体験
談を交えたセミナーを開催します。将来に備えて話を聞い
てみたい人もぜひ参加してください。
　出席者　• よつばクリニック院長　柴村 英典さん
　　　　　• 秋本クリニック院長　秋本 悦志さん
　　　　　• 安芸地区医師会訪問看護ステーション
　　　　　  秋本クリニック看護師
　　　　　• 居宅介護支援事業所ケアマネジャー
　　　　　• 在宅看取りをされた家族
　後半にシンポジウム方式で質疑応答を予定しています。
●日時　11月24日（木） 14時～15時30分
●場所　ひまわりプラザ ４階 ひまわりホール
●定員　70人（先着順）
●参加費　無料
●問い合わせ　11月1日（火）から11月18日（金）の間に電
話または窓口へ。

在宅看取りセミナー
～在宅で看取るということ、看取りへの思い～

福　祉
介　護
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１１月は児童虐待防止推進月間です
「もしかして？」ためらわないで！ 189（いちはやく）お知らせ

　 こども課（役場1階）
☎823-9227　FAX.823-9627
問

体罰は法律で
禁止されています！！

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

・ 言葉で注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた
・ 大切なものにいたずらをしたので、長時間正座させた
・ 友達を殴ってケガをさせたので、同じように子どもを殴った
・ 他人のものを取ったので、お尻を叩いた
・ 宿題をしなかったので、ご飯を与えなかった

このような行為はすべて体罰です

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

　実際の介護現場の人も参加していただき、どのような仕
事なのか、介護の基礎知識などを学ぶ研修会です。
●日時　１１月26日（土） 10時30分～15時
●場所　海田東公民館
●対象　主に町内在住で介護の仕事に興味のある人
●定員　20人（先着順）
●参加費　無料
●申し込み　電話で長寿保険課へ
●協力事業者　小規模多機能型居宅介護海田じらく房、特
別養護老人ホーム 花みずき
※当日は施設見学も予定しています。

介護の仕事を楽しく学ぼう福　祉
介　護

　健康・子育て・福祉情報サイト「かいたす」で動画を公開し
ている高齢者向け体操を学ぶ教室を開催します。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。
●日時　１１月１６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
●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
●講師　地域包括支援センター職員
●定員　10人（先着順）
●参加費　無料
●持ち物　タオル
●申し込み　電話で海田町地域包括支援センターへ申し
込んでください。

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

　健康・子育て・福祉情報サイト「かいたす」で動画を公開し
ている高齢者向け体操を学ぶ教室を開催します。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。
●日時　１１月１６日（水）１３時３０分～１５時３０分
●場所　海田町福祉センター　１階　ボランティア活動室
●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
●講師　海田町地域包括支援センター職員
●定員　10人
●参加費　無料
●持ち物　タオル
●申し込み　電話で海田町地域包括支援センターへ申し
込んでください。

令和４年度「家族介護教室」
テーマ「きらりん☆はつらつ体操」

福　祉
介　護
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　これまで「成人祭」としていた事業について、成人年齢が
１８歳に引き下げられたことから、「二十歳のつどい」に名称
を変更しました。
　対象者には、１２月初旬にはがきで案内します。
　なお、町外へ転出された人も参加できますので、生涯学
習課へ連絡してください。
　この式での「誓いの言葉」発表者を募集します。興味のあ
る人はぜひ問い合わせてください。
●日時　令和５年１月８日（日） １３時から （１２時受け付け開始）
●場所　織田幹雄スクエアホール
●対象　平成１４年４月２日～平成１５年４月１日生まれの人
●申し込み　電話で生涯学習課へ。

令和５年二十歳のつどい
（旧名称　成人祭）お知らせ

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

　年金記録や年金見込額を確認し、将来の生活設計につい
て考えてみませんか。
 「ねんきんネット」をご利用いただくとパソコンやスマート
フォンからいつでも年金記録を確認できるほか、さまざまな
条件を設定した上で、年金見込額の試算を
することもできます。
　くわしくは日本年金機構のホームページ
を確認してください。

11月30日（いいみらい）は
「年金の日」です。お知らせ

　 広島南年金事務所
☎253-7710
問

『ごみはルールを守って出しましょう』
～可燃ごみ編～お知らせ

　 環境センター
☎823-4601（FAX兼用）
問

　ステーションに出す可燃ごみは、地区ごとに曜日が決
まっています。自分の地区の曜日を確認して、決められたス
テーションへ当日朝8時30分までに出してください。
　また、小動物などが散らかす場合があるため、カラスよけ
ネットなどでしっかり覆ってください。
※可燃ごみは祝日も収集します。

医療費適正化にご協力をお知らせ

　 住民課（役場１階）
☎823-9206　FAX.823-9627
問

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

　ひとり親や寡婦の人をとりまくさまざまな問題に、弁護
士・養育費専門相談員が相談に応じます。また、これから離
婚を考えている人の相談も受け付けます。
●日時　12月1日（木） 13時30分～15時45分（１人45分）
●場所　織田幹雄スクエア
●対象　ひとり親家庭の母、父、寡婦、離婚を考えている人
●定員　6人（予約制、無料）
●申し込み　電話、FAXまたはひとり親
家庭サポートセンターホームページへ。

ひとり親家庭のための
弁護士巡回相談会お知らせ

　 広島県ひとり親家庭サポートセンター
☎227-2377（FAX兼用）
問

　家の前で犬の糞が放置されている、猫が洗濯物を汚して
日常生活に支障が出ているなどの悩みはありませんか。海
田町や広島県では犬や猫の飼い主または野良猫に無責任
に餌を与える人に指導などを行っています。飼い主が分か
らない時は、海田町で道路の柵などに注意喚起の看板を設
置することができます。
なお、自宅の塀などに設
置したい場合は、海田町
公衆衛生推進協議会に
相談してください。

犬や猫で困っている人へお知らせ

　 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）
　 広島県動物愛護センター
    ☎0848-86-6511 FAX.0848-86-3720

問
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　晴れた日でも路面が濡れている、側溝にいつも水が流れ
ているなど路上漏水の恐れがある場合や、道路からの水漏
れを発見した場合は、上下水道課まで連絡してください。
　いただいた情報をもとに上下水道課が調査を行います。
路上漏水の早期発見・対応のため、協力をお願いします。

路上漏水を発見した場合は
連絡してください。お知らせ

　 上下水道課（役場２階）
☎823-9211　FAX.823-9839
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

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　11月12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　11月10日（木）、11月17日（木）、
　11月24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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　健康・子育て・福祉情報サイト「かいたす」で動画を公開し
ている高齢者向け体操を学ぶ教室を開催します。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。
●日時　１１月１６日（水）１３時３０分～１５時３０分
●場所　海田町福祉センター　１階　ボランティア活動室
●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
●講師　海田町地域包括支援センター職員
●定員　10人
●参加費　無料
●持ち物　タオル
●申し込み　電話で海田町地域包括支援センターへ申し
込んでください。

税を考える週間
～これからの社会に向かって～ 11/11　１１/１７

適格請求書発行事業者の登録申請を受け付け中！
　「制度について知りたい」人は、説明会（無料）にぜひ参
加してください。

インボイス制度（登録申請）

開催日
11月24日（木）
12月15日（木）

開催時間 定員 開催場所

14時～16時 各30人 海田税務署 大会議室
（海田町大正町1番13号）

説明会問い合わせ先
（事前登録先） 海田税務署

・ 個人課税第一部門 ☎082-823-2133
・ 法人課税第一部門 ☎082-823-2449

説明会の開催日程
参加を希望する人は、税務署の総合窓口または電話により事前の
登録をお願いします。

寄せられた善意
（敬称略）
新庁舎整備のために

金一封
海田町　池田 慧由子

　 住民課（役場1階）
☎823ｰ9205　FAX.823ｰ9627
問

訂正とお詫び

　広報かいた１０月号P28に誤りがありました
ので、お詫びして訂正します。

【誤】　　　　　　　 　　【正】
男　15,064（+35）　→　男　15,124（-6）
女　15,404（+30）　→　女　15,441（+6）
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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。

子育て支援と教育環境の充実について
　出生数の増加が続いています。
　出生率の県内1位が継続し、さらに、出生数は昨年度上
半期の１５４人から、今年度は１８５人と３１人も増加していま
す。
　町として、子育てしやすい環境の整備に努めてきたこと
も理由の１つではないかと、うれしく感じております。
　平成２９年にスタートさせた「かいた版ネウボラ」について
は、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援とし
て、事業を充実させてまいりました。
　プレママ教室、パパママ教室、助産師の相談室などの事
業を行うとともに、今年度から、産後ケア事業として助産師
さんが自宅を訪問するアウトリーチ（訪問）型サービスを始
めました。
　助産師会などの関係団体と連携することによって、きめ
細かいサービスの提供が実現できています。
　教育についても、今年度の全国学力調査において、小学
校で、町の平均が県平均より国語、算数とも５ポイント、理

町長

科は８ポイント高いという、良い結果が出ています。
　中学校で、国語は１ポイント、数学は２ポイント高く、理科
は１ポイント低いですが、前回より改善しております。
　また、ＩＣＴ教育の環境整備として、今年８月、全町立小中
学校の全ての普通教室に電子黒板を整備しました。
　私も授業を見学させていただきましたところ、子ども達
がタブレットに打ち込んだ内容を電子黒板に映し出して話
し合いをしたり、先生が電子黒板に写した教科書に書き込
みされるなど、先生方の工夫を凝らされた授業に感銘を受
けました。
　こうした環境整備によって、子ども達にのびのびと能力
を伸ばしていただけたらと思います。
　今後も、若い世代も含めた全世代がいきいきと暮らせる
町であり続けるため、より一層「海田町に住みたい、住み続
けたい」、「海田町で産み育てたい」と思っていただけるよ
う、子育てしやすい環境の整備や教育環境の充実に努めて
まいります。

コラム 西田祐三
海田町長

11月  3日(木・祝) くすおか整形外科クリニック
11月  6日(日) 山本整形外科
11月13日(日) 海田心療内科メンタルクリニック
11月20日(日) おんじ内科クリニック
11月23日(水・祝) 河島脳外科クリニック
11月27日(日) 片桐整形外科

(新町　☎824-0505)
(堀川町　☎822-3000)
(新町　☎823-5500)

(南大正町　☎516-5316)
(砂走　☎823-8222)

(南昭和町　☎823-9133)
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悩みごと・困りごと 相談 相談は無料です。お気軽にどうぞ。
催　し　名 月　日 場　所 時　間 内　　　容　　　な　　　ど

梅毒検査
エイズ検査

肝炎ウイルス検査

行政相談

11月1日（火）

11月10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
（祝日休み）

10時～16時

8時30分～
17時15分

随時

こども課
（役場１階）

随時
（土・日曜日、
祝日を除く）

随時

毎週
（火）（水）（金）

毎週
（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
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)
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）



前売券は生涯学習課（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1月21日（土）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♪

梅津 碧（ソプラノ）

●演目　J.シュトラウスⅡ世/春の声
　　　　A.アダン/きらきら星（あのね、お母さん）
　　　   中島みゆき/糸　ほか

◯山岸伸C ◯FUKAYA Yoshinobu/auraY2C

小埜寺 美樹(ピアノ) 

広報かいた11月号（No.665）　令和4年11月1日発行　発行／海田町　編集／企画部企画課
〒736-8601 広島県安芸郡海田町上市14番18号　TEL 823-9212 FAX 823-9203
（ホームページ）https://www.town.kaita.lg.jp/
（E-mail）kikaku@town.kaita.lg.jp
制作協力／株式会社ザメディアジョン

★広告内容については広告主へ。広告掲載については企画課（☎�823-9212）へ
■町内放送をもう一度聞きたいときは…電話自動応答装置☎�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
9月末現在（前月比）
人口30,561（-4）
世帯13,959（＋7）
男15,134（＋10）
女15,427（-14）

［ 広 報 か い た ］

in かいた
　ソプラノ歌手の梅津 碧さんによる、ニューイヤーコンサートです。日本の歌から本格的なオペ
ラの曲まで、皆さまのココロに音楽のすばらしさを届けます。

●日　時   1月22日（日）
　　　　　13時30分開演（13時開場）
●場　所　織田幹雄スクエア ホール
●定　員　250人（先着順）
●演奏者　梅津 碧（ソプラノ）、
               小埜寺 美樹（ピアノ）
●チケット   大人1,500円(前売券1,000円) 
                ※小学生～高校生無料。

あなたのココロに届けたい！

●生涯学習課（加藤会館２階）　☎823-9217　FAX.823-9256

ニューイヤーコンサートニューイヤーコンサートニューイヤーコンサート


