










年末年始の家庭ごみ収集などについてお知らせします。

ごみを直接搬入する場合、燃やせるごみ以外のもの（資源物・有害ごみ・大型ごみ・埋立ごみ）は環境
センターへ、燃やせるごみは安芸クリーンセンターへ、あらかじめ分別して、指定された日に運転免許証など
（住所を確認できるもの）を持ってきてください。
なお、安芸クリーンセンターの年内の直接搬入受け付けは12月28日（水）までです。年始は1月4日(水)
からです。

（問い合わせ）	 　環境センター　海田町国信2丁目18-1　☎823-4601
	 	 　安芸クリーンセンター　坂町21322-11　☎885-2538

１.車検時の納税確認が電子化されます
これにより、車検の際に継続検査窓口で納税証
明書を提示することが原則不要となります。（ただ
し、二輪の小型自動車を除く）
納税証明書が必要な場合もありますので、くわし
くは海田町ホームページを確認してください。

２.�軽自動車の新車購入時の手続きがオンライン上
でできるようになります
パソコンから24時間365日いつでも検査の申請
などができます。二輪・原付・小型特殊は、対象
外です。

	くわしくは海田町ホームページを
確認してください。

年末年始の家庭ごみ収集

令和5年1月から、軽自動車税（種別割）に係る
新システムが導入されます
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●環境センター　☎823-4601（FAX兼用）

●税務課（役場1階）　☎823-9204　FAX.823-9627

月日 曜日 燃やせるごみステーション
（可燃ごみ・埋立ごみ収集） 環境センターへの直接搬入

12月29日 木 平常どおり収集します。
（月・木地区）

特別搬入受け付けます。
９時～12時、13時～15時

12月30日 金 平常どおり収集します。（火・金地区） 直接搬入はありません。
12月31日 土

収集、直接搬入はありません。
1月1日 日・祝
1月2日 月・振
1月3日 火

1月4日 水 平常どおり収集します。
（第1水曜日・埋立ごみ）

平常どおり受け付けます。
９時～12時、13時～16時

1月5日 木 平常どおり収集します。
（月・木地区）

平常どおり受け付けます。
９時～12時、13時～16時

1月6日 金 平常どおり収集します。
（火・金地区）

平常どおり受け付けます。
９時～12時、13時～16時

※12月28日（水）、1月4日（水）、1月5日（木）、1月6日（金）は一部の地区で資源物・大型ごみ回収があります。
　（回収地区については、「令和4年度　家庭ごみの正しい出し方」のちらしを確認してください）

●年末年始ごみ収集日程表
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マイナポイント第２弾を受け取るためには、
12月末までにマイナンバーカードの申請が必要です
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電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税
世帯に対し、1世帯当たり5万円を支給します。

●対象世帯
（１）	基準日（令和4年9月30日）時点で海田町に住民票があり、世帯員全員の令和４年度住民税均等割が

非課税となっている世帯（住民税非課税世帯）※課税者の扶養親族等のみで構成される世帯を除く。
（２）令和4年1月以降の収入が減少し、「住民税非課税相当」の収入となった世帯（家計急変世帯）
●支給額
1世帯あたり5万円
●申請・提出期限
1月31日（火）まで（消印有効）
●相談窓口
海田町役場別館加藤会館1階　※12月26日（月）以降は社会福祉課（役場1階）。
●その他
くわしくは、海田町ホームページを確認してください。
申請書類などについては、電話で相談窓口に連絡してください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話での問い合わせまたは郵送での書類
の提出に協力してください。
●宛て先
〒736-8601　海田町上市14-18
海田町電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金担当宛て

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も
対象です）
※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
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。

マイナポイントについてくわしくはこちらから→
注意事項
●マイナンバーカードの申請には「交付申請書」が必要です。お手元にない場合は住民
課まで連絡してください。

●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。
●マイナポイントの申し込み期限は2月末までです。

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について03
●海田町電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金受付・相談窓口　☎822-2250

●住民課（役場1階）　☎823-9205　FAX.823-9627
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令和5年度の保育施設入所申込を受け付けます。
入所希望者は次のとおり申し込んでください。
※令和5年度中に育児休業から復帰する人の申し込みも受け付けます。(令和5年3月31日までの出生予
定で、令和5年度中に育児休業から復帰する人も受け付けます)

●入所対象者
町内居住者で、保護者（同居の親族も含む）が働いているなど、保育が必要な就学前児童で、日々の通園
や集団保育が可能な児童（入所時点で生後６ヵ月以上であること）
●申込書配布場所および受け付け場所
役場ロビーまたはこども課（申込書類などは海田町ホームページからもダウンロードできます）
●申込書配布開始　12月1日（木）から
●申し込み
12月1日（木）～12月23日（金）（土・日曜を除く）　8時45分～17時
※ただし、12月17日（土）に限り、申し込みを受け付けます。　（9時～16時）
※	くわしくは入所申込書と一緒にお渡しする「入所のご案内」または海田町ホームページを確認し、申し
込み期限までに提出してください。

令和5年度町内保育施設入所案内05
●こども課（役場1階）　☎823-9227　FAX.823-9627

施設名 所在地 定員（人）

私
立

保
育
所

明光保育園 稲荷町1-2 100

龍洞保育園 中店7-13 90

小さくら保育所 寺迫二丁目12-35 72

海田保育園 日の出町5-28 30
(3歳未満児のみ)

さいわい保育園 南幸町10-26 168

みどりのなぁーさりぃ 窪町1-23 30
(3歳未満児のみ)

認
定
こ
ど
も
園

こうわ認定こども園海田 畝二丁目15-23 120

みどりのもりこどもえん 南幸町11-3 66

（仮）こうわ認定こども園海田第二 西浜※	（西浜保育所跡地） 60

公
立

保
育
所

つくも保育所 南つくも町11-15 147

※定員に余裕がない時は、希望保育所に入所できない場合があります。
※「海田保育園」および「みどりのなぁーさりぃ」は3歳未満児のみの受け入れとなります。
※「	こうわ認定こども園海田」、「みどりのもりこどもえん」および「（仮）こうわ認定こども園海田第二」は保育
部分の申し込みです。教育部分（幼稚園）は、事業者に直接申し込んでください。
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海田町では、がん患者さんの心理的・経済的な負担をやわらげ、社会参加を応援し、より良い療養生活
になるように、ウィッグ購入費用の一部を助成します。

●対象ウィッグ　全頭用のウィッグ（ウィッグ装着時に必要な頭皮保護用のネットを含む）
※複数のウィッグも対象にできます。（申請は１回にまとめる必要があります）
※令和４年４月１日以降に購入したものが対象になります。
※対象ウィッグは、広島県がん患者ウィッグ購入費の助成対象となったウィッグに限ります。
●対象者　①～④のすべてに該当する人
①	広島県が実施するがん患者ウィッグ購入費助成事業において、広島県がん患者ウィッグ購入費の助成
について交付決定がされた人。
②申請時に海田町内に住所を有する人。
③がんの治療を受けた人または現に受けている人。
④	がんの治療により脱毛が生じたまたは生じるおそれがあり、その脱毛による外見の変化を補完するた
めに、規定のウィッグを購入した人。

ただし、他の市町村から既に同様の助成を受けている場合は、助成の対象となりません。
●助成金額　対象ウィッグ購入費用の合計額の５割（千円未満の端数は切り捨て）（上限額５万円）
●申請期限　	広島県がん患者ウィッグ購入費助成決定通知書の通知日から１年以内（海田町への申請は、

広島県がん患者ウィッグ購入費助成決定通知書が出てから受け付けします）
●申請回数　１人につき１回限り

くわしくは保健センターまで問い合わせてください。

安芸消防署（堀川町3番12号）は築53年が経過
しており、建物の耐用年数である60年が目前で
す。建物本体や空調・電気設備の老朽化も著しく、
また、敷地が狭いため、消防車両の配置などに支障
が生じています。
現地建替えにすべきか、移転建替えにすべきかに
ついて、立地や事業費などを調査・検討した結果、
旧海田町営プール跡地（海田町幸町）を予定地とし
て移転建替えし、事業を進める
こととなりました。
今後は、事業主体である広島
市において、土地測量・地質調
査および基本設計を実施する
予定です。事業の進展がありま
したらお知らせします。

移転建替えについて、これまでに議会や住民の
皆さんからいただいた、隣接している教育施設や
住宅地への配慮などの意見は、事業主体である広
島市に伝えるとともに、より一層の安全安心なまち
づくりに寄与する消防署となるよう、広島市と連携
して事業を進めていきます。

がん患者ウィッグ購入費助成について

安芸消防署の建替えに係る建設予定地について
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●保健センター　☎823-4418　FAX.823-0020

●防災課（役場2階）　☎823-9208　FAX.823-7927
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年末の大掃除でつい見過ごしてしまうのが排水管の清掃です。
排水設備は、器具やますに水をためることで、悪臭や害虫が屋内に侵入することを防ぐトラップ構造と
なっています。この装置に、髪の毛や、ゴミ、ごはん粒などがたまると、管が詰まり、悪臭の原因となります。
この装置を掃除するだけで、排水設備は若返ります。
公共下水道に接続されている人は、今年の大掃除に排水設備の掃除も加えましょう。

排水管清掃の訪問勧誘にご注意
町内において、「宅地内の排水管、ますなどの清掃や点検に来ました」などと言って各家庭を訪問し、清

掃や修理を勧めるケースがあります。
海田町では、業者を代行させて、家庭の排水管、ますなどの排水設備の点検・清掃などを勧めるような

行為は一切行っていません。
排水不良などで困っている場合は、海田町の排水設備指定工事店に相談することもできます。この際の

修理代金などは、事前に確認してください。

排水管の大掃除も忘れずに

下水道への早期接続
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●上下水道課（役場２階）　☎823-9214　FAX.823-9839

排水設備のポイント

わんトラップわんトラップ

●屋外の足洗い場など●屋外の足洗い場など●流し台・浴室の床など●流し台・浴室の床など

①わんをはずす①わんをはずす

①ふたをあける①ふたをあける

②エルボ（取り外し可能）②エルボ（取り外し可能）
　をはずし、水で洗う　をはずし、水で洗う

③土砂を取り除いて、③土砂を取り除いて、
　エルボを取り付ける　エルボを取り付ける

②ごみを取り除き、②ごみを取り除き、
　洗い流す　洗い流す

髪の毛髪の毛

●上下水道課（役場２階）　☎823-9214　FAX.823-9839

海田町の下水道普及率99.20％　（令和4年3月31日時点）

公共下水道は地域の皆さんに利用されなければ、目的を果たすことができません。下水道が整備された
区域の人は、快適な生活と周辺地域の環境改善のためにも速やかに接続していただくよう協力をお願いし
ます。
なお、接続工事は必ず海田町排水設備指定工事店に依頼してください。
また、接続される際の費用を、一定の要件のもと、無利息で貸し付けています。指定工事店が皆さんに代

わって手続きを行います。気軽に相談してください。
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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%

88%

0% 50%
進捗率

100%

100%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

箇所
番号

※10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

10 災害復旧事業の進捗状況
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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

妊娠・出産・育児に役立つ情報をお伝えします！

プレママ教室

●場所　ひまわりプラザ　●持ち物　母子健康手帳
出産準備編 育児の実践編

内容
助産師が妊娠中の変化や出産に向けての骨
盤体操を教えてくれます。栄養士が妊娠期に
必要な栄養についてお話しします。
※動きやすい服装で来てください

助産師が母乳育児や産後の赤ちゃんとの生活
についてお話しします。赤ちゃん人形を使って
抱っこやおむつ交換などを体験します。

日にち 12月16日（金） 1月12日（木）
時間 14時～15時30分 14時～15時30分
対象 妊婦（家族参加可）
申し込み ひまわりプラザ

家 族 講 座 　 家 族 で ふ れ あ い 体 操
幼児期は子どもの運動能力が伸びる時期！
家族みんなで一緒に体を動かし、ふれあいの機会を増やしましょう！

●日時　１月21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
●講師　根っ子育てLink(株)	代表　阿部	玲子さん
●定員　12組　　●申し込み　各子育て支援センター
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海田幼稚園	 ☎823-5635 12月10日（土）10時30分～11時
（雨天中止・要予約）

海田みどり幼稚園
	 ☎822-4359 12月の園庭開放はお休みします

東海田幼稚園	 ☎822-7576 毎週金曜日10時～11時

明光保育園	 ☎823-0366 毎週水曜日10時～11時（乳児は10時45分まで）

龍洞保育園	 ☎823-3354 毎週水曜日	10時～11時30分

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

催　し　名 月　日 時　間 内　容　　　　
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　受け付け中

パパママ教室
（出産編） 1月1４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　12月14日（水）から

ベビーマッサージ
（産後ママのための休憩室）

①12月8日(木)
②1月20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	②12月20日(火)から

骨盤ケア・べびぃケア
（産後ママのための休憩室）

1月17日（火）
10時～
11時30分

お母さんの骨盤のケアと赤ちゃんの発達段階に応じた姿勢についての話
（2回シリーズ）
●対象　妊婦・乳児と保護者	※初回の人優先。
●持ち物　バスタオル　●申し込み　12月19日（月）から1月25日（水）

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 12月19日（月）
1月23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 12月9日(金) 保健センター 9時～12時
子どもの成長、発達についての相談
●対象　幼児　　●相談員　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

12月14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

12月2日（金）、1月13日（金） 町民センター
9時30分～11時

12月19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

12月13日(火) 12月14日(水) 12月14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 12月20日(火) 12月21日(水) 12月21日(水)

親子教室１（よちよち） 1歳4カ月～2歳未満 12月8日（木）

親子教室２（のびのび） 2歳以上 12月16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

お父さん講座 ２月２５日（土）

ひまわりプラザ 10時～
11時30分

お父さんは子どもとふれあい体操、お母さんはストレッチ
などでリフレッシュ。
●対象　1歳～未就園の子どもとお父さんとお母さん
●定員　12組　●申し込み　各子育て支援センター

離乳食教室
～ステップ1～ 1月13日（金）

離乳食の基本編と離乳食相談
●対象　おおむね4カ月～6カ月の乳児の保護者
●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　12月1日（木）から保健センター

2022.12.1 13



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　12月24日（土）
●集合　13時にJR海田市駅北口
●申し込み　12月16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　12月17日（土）
●集合　9時30分にJR海田市駅北口
●申し込み　12月9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）　　●持ち物　タオル、飲み物、健康保険証など
●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）

日浦山登山バッジ
●価　格　500円/個　●販　売　①魅力づくり推進課窓口 ②定期ガイド時（要申込）

●日程　12月10日（土）
●集合　９時30分に織田幹雄スクエア
●申し込み　12月5日（月）まで

希望する日時で相談してください。
●集合　織田幹雄スクエア
●申し込み　希望日の１週間前まで

12月から
日浦山登山バッジを
ガイドの中でも
販売します！

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！

西国街道デザインマンホールが
設置されました。

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～中野編～ ●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～中野編～」を開催します。瀬野川に沿ったまち「中野」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　中野第二公園（JR安芸中野駅北東） ●解散場所　JR瀬野駅前
●集合時間　12時15分  ●日時　1月15日(日) 12時30分～16時※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　12月1日（木）～1月6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。

3

してください
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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」を行っています。 開催中～１２月４日（日）１０時～１６時
　会場装花協力：松本 豊洋さん（小原流）

旧千葉家住宅「秋の特別公開」を行っています。
座敷棟では、襖絵・屏風に、いけばなを展示しています。
紅葉を迎えた庭園と、和の空間をお楽しみください。

　むかしのくらし体験「冬のえんがわ～炭火でいろいろ」
　むかしのくらしは炭火が大活躍！？
　電気やガスのなかった時代の生活体験をしてみよう！ ※火のし、火鉢、こたつなど。
●日時　12月3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
●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。

　むかしのくらし体験「冬のえんがわ～炭火でいろいろ」
　むかしのくらしは炭火が大活躍！？
　電気やガスのなかった時代の生活体験をしてみよう！ ※火のし、火鉢、こたつなど。
●日時　12月3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
●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。

織田幹雄スクエア　☎８２2-7373　FAX.824-1125

※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。

「＋10（プラステン）：今より10分多く体を動かそう」

きらりん☆はつらつだより vol.9
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！

毎日の生活に「＋10」の習慣を！
今より10分多く体を動かすことで、糖尿病、心臓病、脳卒中、がん、うつ、認知症などになるリスクを下げる

ことができます
例えば、こんな「＋10」にトライしてみませんか。

●エレベーターやエスカレーターではなく階段を使う　●歩幅を広くして早く歩く
●掃除や洗濯はキビキビと。家事の合間にストレッチ　●いつもより遠くのスーパーまで歩いて買い物に行く
●近くの公園や運動施設を利用する　　　　　　　　●地域のスポーツイベントや、ボランティアに参加する

厚生労働省．健康づくりのための身体活動指針（アクティブガイド）．2013より引用
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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
　接種には予約が必要です。集団接種を希望する場合はコールセンターへ連絡してください。
　※ただし、受付状況によっては、予約上限人数に達していることがあります。

12月の集団接種日程
接種日 曜日 場所 時間 ワクチン
12月9日 金

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
※12月24日（土）は16時30分までです。

ファイザー
12月10日 土
12月11日 日
12月23日 金

織田幹雄スクエア
12月24日 土

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。
　接種可能な医療機関については、接種券に同封しているお知らせや海田町ホームページを確認してください。

生後６カ月～４歳の接種について
●接種間隔　2回目→1回目接種から3週間後　　3回目→2回目接種から8週間後
　　　　　　※	現時点で新型コロナウイルスワクチンの接種は令和5年3月31日（金）までです。3回すべて接種

を希望する場合は1月初旬までに1回目の接種をする必要がありますので、希望者は早めに接種
してください。

武田社ワクチン（ノババックス）の接種について
　11月8日（火）より「令和4年秋開始接種」に武田社ワクチン（ノババックス）が追加されました。この接種は初回
接種（1・2回目）を完了した18歳以上の人について、1人1回の接種をするものです。希望者はコールセンター
へ問い合わせてください。
　ただし、11月8日（火）以降に武田社ワクチン（ノババックス）の3回目以降を接種した人は、オミクロン株対応
ワクチンを接種できません。
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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12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 12月１0日（土） 12月24日（土）

図書館

絵本の読み聞かせ
テーマ「クリスマス」

絵本の読み聞かせ
テーマ「年末・年始」

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 12月2日（金）１2月１6日（金） 1月6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

　１2月の読書のテーマは「冬の過ごし方」です。
　今月は冬の生活・遊びなど冬に関する本を展示しています。
●休館日　12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）

　12月28日（水）（図書整理日）
　12月29日（木）～1月3日（火）（年末年始休館）
※年内最後の開館日は12月27日（火）です。
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

　コーラス「青い鳥」、しの笛「知佳」、「TRIO THE RATS」
●日時　12月17日（土） 14時開演（13時30分開場）
●場所　ひまわりプラザ 4階 ホール
●主催　音楽ボランティア・サクラガーデン
●入場料　無料

サクラガーデン
「クリスマスコンサート」イベント

　 長谷川
☎090-3880-2247
問

　弦楽・フルートアンサンブル・混声合唱と楽しい音楽のひ
とときを過ごしましょう。
●出演者　広島フルートアンサンブル・ソフィオ、ＡＫＩ弦楽
合奏団、合唱団ＷＡＲＡＯＵＹＡ～
●日時　12月18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
●主催　かいたひまわりコンサート実行委員会
●共催　一般社団法人海田町文化スポーツ協会
●入場料　無料

第20回かいたひまわり
クリスマスコンサートイベント

　 仁井
☎090-7134-8886
問

　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、皆さんのココロに音楽のすばらしさを届けます。
●曲目　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
●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
●入場料　大人1,500円(前売券1,000円)
　　　　　※高校生以下無料。
●申し込み　前売券は、生涯学習課、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。お得な前売り券をぜひお求めください♪

あなたのココロに届けたい ！
ニューイヤーコンサート in かいたイベント

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

　ミニ門松を飾って新年を迎えましょう。
　この教室では、松や造花を使ってオリジナル門松を作ります。
小学生でも簡単に作れます。
●日時　12月17日（土） 10時～11時
●場所　織田幹雄スクエア 304・305学習室
●対象　小中学生
●定員　15人(先着順)
●講師　かとう花店　加藤 芳子さん
●参加費　1人1,000円（当日徴収）
●申し込み　12月5日（月）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。

ミニ門松づくり教室イベント

　 織田幹雄スクエア
☎822-7373　FAX.824-1125
問

チャ
レンジカード

対象

チャ
レンジカード

対象
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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。

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　12月22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
●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　12月9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。

知的・発達障がいのある人の
くらしを知ろう

イベント

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

　知的・発達障がいのある人の特性やくらしについての講
演会です。
　ひとりでも多くの人に正しく理解されることは、障がいの
ある人もない人もみんなが同じ地域で安心した生活を送る
ことにつながります。
●日時　12月21日（水） 14時30分～16時
●場所　福祉センター １階 多目的ホール
●対象　どなたでも
●講師　コンサルテーションサポート主任相談支援専門員
金丸 博一さん
●参加費　無料
●申し込み　電話・ＦＡＸ・窓口などにより事前に社会福祉課
へ申し込んでください。

　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。
●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

　季節の食材を使っておいしい果物のバーガーを作りま
す。作ったスイーツバーガーは持ち帰ります。
●日時　12月26日（月）
　　　　①10時30分～11時30分
　　　　②13時30分～14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
●定員　各15人（抽選）
●講師 （株）八天堂　金岡さん
●持ち物　エプロン・三角巾・上靴・タオル
●参加費　1,000円
●申し込み　12月1日(木)～12月11日(日)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。
　・参加者以外の入室はできません。

料理教室
「スイーツバーガーづくり」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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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12、13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

管理栄養士が食生活についてのアドバイス
を行っています。（電話可）

●ひまわり栄養相談（個別栄養相談）

日時

内容

月～金曜日（祝日を除く） 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
　　　　  精神科医師　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　12月13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）

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

　入試説明会を開催します。
●日時　12月6日（火）、20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

　 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　12月10日（土） １３時３０分～１５時３０分
　●場所　海田町シルバープラザ
　●問い合わせ　原本 明美さん（☎０９０-８２４２-０６３９）
②認知症カフェ花みずき
　●日時　12月21日（水） １３時３０分～１４時３０分
　●場所　特別養護老人ホーム花みずき（大立町６-４）
　●問い合わせ　☎８２１-０２０１

認知症カフェ福　祉
介　護

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

テーマ「介護を受ける側の心構え」
　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拡大防止のため、手指消
毒、検温などを実施します。
●日時　12月21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　訪問介護事業所 縁ジョイライフすみれ 
　　　　専務取締役（介護福祉士）　植木 英文さん
●参加費　無料
●申し込み　前日までに電話で地域包括支援センターへ。

令和４年度「家族介護教室」福　祉
介　護
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●開設日時　毎週月～金曜日（祝日、12月２９日（木）～１月
3日（火）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

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

　「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
●問い合わせ　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。

タブレット教室 「見て、触れて、
初めて体験するタブレット教室 ！」

福　祉
介　護 お知らせ

　 国民健康保険について　住民課（役場1階）
    ☎823-9206　FAX.823-9627
    後期高齢者医療保険について　長寿保険課（役場1階）
    ☎823-9609　 FAX.823-9627

問

　海田町の国民健康保険または後期高齢者医療保険に加
入していて、勤め先から給与などの支払いを受けている人
が、新型コロナウイルスに感染した場合または感染が疑わ
れた場合に、その療養のために仕事を休んだ期間、傷病手
当金が支給されます。
　これまで、療養のために仕事を休んだ期間について、9月
30日（金）までとしていましたが、12月31日（土）までに延長
となりました。

傷病手当金の適用期間を延長します

令和５年二十歳のつどいについてお知らせ

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

　１月８日（日）１３時から（１２時受け付け開始）織田幹雄スク
エアホールで開催予定です。（１２月初旬案内はがき送付予定）
　町外へ転出した人も参加できます。生涯学習課へ連絡し
てください。
●対象　平成１４年４月２日～平成１５年４月１日生まれの人

海田町議会の開会お知らせ

　 議会事務局（役場3階）
☎823-9218（FAX兼用）
問

　12月の定例会は、1日（木）9時から議場（役場3階）で開会
予定です。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、傍聴の際はマ
スクの着用および手指などの消毒をお願いします。

　「ひろしま公共交通ナビ『くるけん』」で
循環バス（ふれあいバス）の現在位置が分
かります。
サイトURL　https://kuruken.jp
WEBで「くるけん」と検索
・ バス停毎のバス接近情報が到着順で分かります。
・ バスの現在位置が到着順・地図上で分かります。（大雨・大
雪などの際でも最新の運行状況が分かります）
 なお、「ひろしま公共交通ナビ『くるけん』」は、路線バスに
も対応しています。

スマホ等で循環バス（ふれあいバス）の
走行位置が分かりますお知らせ

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

　 日本年金機構「ねんきん加入者ダイヤル」
☎0570-003-004
問

　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告におい
て全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月
1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。
　社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申
告の際に、控除証明書（または領収証書）を添付する必要が
あります。
　また、家族の国民年金保険料を納付した場合も、納付し
た本人の社会保険料控除の申告に加えることができます。
家族あてに送られた控除証明書を添付してください。
①1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付
した人
　⇒10月下旬から11月上旬にかけて順次発送
②10月1日から12月31日までの間に国民年金保険料を納
付した人（①に該当する人を除く）

　⇒令和５年２月上旬発送

「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が発行されます 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　12月10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（12月２９日（木）を除く）に開設します。
●今月の臨時窓口　12月１日（木）、12月８日（木）、
　12月１５日（木）、12月２２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

毎年12月3日から9日までは、
「障がい者週間」ですお知らせ

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

　障がいのある人の福祉について関心と理解を深め、障が
いのある人が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動
に積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。
　障がいのある人ない人も、お互いを尊重し支え合う社会
を目指しましょう。

ヘルプマークをご存じですか？
援助や配慮を必要としていることが外見からわから
ない人が、周囲にマークを示して配慮を必要とするこ
とを知らせるものです。
緊急時や困ったときなどに、緊急連絡先や必要とする
支援内容などを記載し、周囲の人に提示するヘルプ
カードもあります。
ヘルプマークは社会福祉課で配布しています。ヘルプ
カードについては、広島県および海田町ホームページ
からもダウンロードすることができます。

　広報かいた11月号と併せて配付した「家庭ごみの出し
方保存版」Ｐ13品名「木」のごみ出しルールについて誤りが
ありましたので、お詫びして訂正します。

　 環境センター
☎823-4601（FAX兼用）
問

訂正とお詫び

【誤】木　太さ15㎝程度 → 【正】木　太さ 5cm程度

人権絵本の配布
●社会福祉課（役場１階）
　☎823-9207
　FAX.823-9627
　10月に町内の幼稚園・保育園を対象に、人権擁
護委員の皆さんと一緒に「思いやりの心を大切に
しましょう」というメッセージを込めて、絵本を配
布しました。
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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。

子ども出生数と人への投資について
　全国的に、出生数が過去最少を更新し、意識の問
題としても、「結婚と出産に関する全国調査」におい
て、未婚女性の希望する子どもの人数が初めて２人を
割り込み、１．７９人まで下がっています。
　この調子でいくと将来、日本は大変なことになって
しまうのではと不安も感じてしまいますが、岸田総理
は、子ども関連予算を倍増させる方針を出されておら
れます。
　また、総理の主要施策である「新しい資本主義」の
第１の柱として「人への投資」の抜本強化を掲げられ
ています。豊かさの基盤となる人へ資源を分配し、次
の成長へつなげていくことの重要性を説いておられ
るものです。

町長

　こうした中、本町は令和４年の９月期（昨年１０月か
ら９月までの１年間）の出生数が３４３人と、過去１０年
で最大となりました。
　自然増と社会増による人口増加を維持しているこ
とから、これを継続することによって年少人口から高
齢人口までバランスのとれた人口構成を目指してま
いりたいと考えています。
　このため、国・県としっかり連携を図り、町民の皆様
が、暮らしやすさを実感していただけるよう、子育て
支援、教育、健康増進など、全世代にバランスのとれ
た「人への投資」の取り組みを進めてまいりたいと考
えておりますので、皆様のご理解とご協力をお願いい
たします。

コラム 西田祐三
海田町長

12月  4日（日）　まりあ眼科クリニック
12月11日（日）　秋本クリニック
12月18日（日）　寺沢耳鼻咽喉科医院
12月25日（日）　高橋医院
12月31日（土）　くすおか整形外科クリニック
年末歯科診療当番医
12月30日（金）　根石歯科医院
12月31日（土）　平田歯科医院

（窪町　☎821-1166）
（稲荷町　☎823-7777）
（窪町　☎824-1187）

（南堀川町　☎823-4602）
（新町　☎824-0505）

（昭和中町　☎822-5125）
（堀川町　☎822-3319）
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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

12月6日（火）

12月8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
（12月29日は休み）

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）




