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新型コロナワクチン接種について
５月10日から65歳以上の方（令和３年度中に65歳に達する、昭和32年４月１日以前に
生まれた方）へのワクチン接種が始まっています。接種回数は２回で、無料で接種できます。
ワクチン接種の予約がまだの方は、案内に同封の説明書をお読みいただき、接種をご検
討ください。接種場所は町内医療機関です。予約は随時受付けていますが、予約システム
のメンテナンスなどのため一時的に受付けを停止することがあります。予約の再開は、防
災行政無線、町ホームページ、ケーブルテレビでお知らせします。

予約方法
★電話の場合
世羅町コロナワクチン予約窓口

0847−25−0088

☎

受付時間：９時〜17時（土日祝日除く）
★インターネットの場合
URL：https://jump.mrso.jp/344621/
※インターネットでは、24時間予約が可能です。
※２回目の接種予約は、１回目の接種後、接種した医療機関で受付けます。電話やイ
ンターネットでの予約の必要はありません。（２回目の接種は、３週間後の同じ曜
日となります）

よくある質問
●持病があるのですが、接種しても大丈夫ですか？
現在、何らかの病気で治療中の方（心臓病・腎臓病・肝臓病・血液疾患・免疫不全
等で治療中の方や血液をサラサラにする薬を飲んでいる方）は、かかりつけ医等に接
種が可能かご相談いただくと、安心して接種できます。また、かかりつけ医に相談さ
れていない場合でも、接種時に医師が接種可能と判断した場合は、接種可能です。

●副反応の可能性はありますか？
ワクチンを接種した後、接種した部位の腫れ・痛み、疲労、発熱、頭痛などの副反
応が起こることがありますが、多くは数日で回復します。
（接種直後よりも翌日に痛
みを感じている方が多いです）疲労や関節痛、発熱など、１回目より２回目の接種の
方が、頻度が高くなる症状もあります。

●私はいつ接種できますか？
接種の時期は、年齢や基礎疾患の有無等に応じて決められている接種順位によって
異なります。まずは医療従事者、次に高齢者、その次に基礎疾患を有する者や高齢者
施設等の従事者という順で行い、これら以外の方の接種と続きます。16歳以上65歳
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未満の方には、今後接種券を送付します。同封する案内文でご自身の接種順位をご確
認ください。
※基礎疾患を有する方の新型コロナワクチンについては、65歳以上の方の次にワク
チンを受けることができます。かかりつけ医等とご相談のうえ、接種券が届いたら、
早めの予約をお願いします。

【基礎疾患を有する方の範囲】
〇令和３年度中に65歳に達しない者であって、以下の病気や状態の方で、通院・入院し
ている方
・慢性の呼吸器の病気 ・慢性の心臓病（高血圧を含む）
・慢性の腎臓病 ・慢性の肝臓病（肝硬変等）
・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
・血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）
・免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む）
・ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等） ・染色体異常
・重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
・睡眠時無呼吸症候群
・重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持
している、又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）
や知的障害（療育手帳を所持している場合）
〇基準（BMI30以上）を満たす肥満の方
※BMI＝体重（㎏）÷身長（ⅿ）÷身長（ⅿ）
※BMI30の目安：身長170㎝で体重87㎏、身長160㎝で体重77㎏

広島県立ふくやま産業交流館（ビッグ・ローズ）に
新型コロナワクチンの大規模接種会場が設置されています
会

場：広島県立ふくやま産業交流館（ビッグ・ローズ）
（広島県福山市御幸町大字上岩成字正戸476-5）

設置期間：６月７日〜７月30日

10時〜12時、13時〜17時

対 象 者：福山市及び世羅町に住所地のある接種券をお持ちの65歳以上で１度も接
種を受けたことがない方
※予約方法については、広島県ホームページをご確認ください。
※武田／モデルナ社のワクチンは、１回目の接種から４週間後に２回目を接種します。
★ワクチン接種についての不安や疑問についての相談

広島県新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
電話：082−513−2847（24時間受付）
【お問い合わせ先】健康保険課
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健康増進係

☎０８４７−２５−０１３４

ケーブルテレビ施設の
「光ケーブル化」を実施します
◎光ケーブル化事業とは
町では、超高速インターネットアクセスが可能となる高速大容量の通信網を整備し、さま
ざまな分野におけるICT利活用を進めることにより、地域課題の解決や地域活性化の実現を
図るため、令和３年度末までに、これまでの同軸ケーブル方式によるケーブルテレビ施設を、
光ケーブル方式に更新します。
対象地域は町内の全域で、
「光ケーブル化」方式によるケーブルテレビ施設の更新を行います。

※上図の「光ケーブル」部分が今回の工事対象です。
【図の用語説明】
光クロージャー：幹線の光ケーブルを分岐する機器
V-ONU
：光信号をテレビ用の信号に変換する機器
STB
：多チャンネルサービスをご利用になる場合に使用する機器
D-ONU
：光信号をインターネット用の信号に変換する機器
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◎光ケーブル化による効果
最速１ギガ（注１）通信サービスでの提供が可能となります。また、インターネットの上
り回線の速度が大幅に向上します。なお、インターネットサービスは、この施設を利用して
三原テレビ放送株式会社が提供しています。
（注１）ベストエフォート型のサービスであり、通信速度を保障するものではありません。
ネットワークが混雑した場合は、通信速度が変動する場合があります。
◎既にケーブルテレビにご加入いただいている皆さまへ
各家庭に引き込んでいる「同軸ケーブル」を「光ケーブル」に変更する工事を行います。
また、ご家庭の軒先などにV-ONUという機器を設置し、電源供給機を宅内に設置させてい
ただきます。
インターネットをご利用いただいている方には、宅内に専用の機器（D-ONU）を設置し、
配線工事を実施します。
なお、現在 テレビ・インターネットにご加入中の方については、

ONU機器設置にかかる費用の負担は、原則ありません。
◎光ケーブル化に伴う工事について
電柱付近で工事の支障となる樹木の伐採や、光ケーブルの敷設を行います。また、必要と
なった場合は、新たに電柱を建てる工事を実施します。
私有地に電柱がある場合には、光ケーブルの敷設などに伴い、立ち入って調査や工事など
を行うことがありますので、ご協力をお願いします。
また、国道・県道及び町道では、片側交互通行による通行の制限を行う場合がありますの
で、交通誘導員の指示に従い通行してください。
◎今後の予定
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、広島県内に緊急事態宣言が発令さ
れており、人と人との接触機会を削減する観点から、地区別での事業説明会を開催すること
が難しい状況です。
このため、町広報やケーブルテレビ、町ホームページなどにより、随時事業内容や進捗状
況をお知らせすることといたしますので、ご理解をお願いいたします。
工事業者（株式会社NTTフィールドテクノ中国支店）から、ご加入者又は加入を希望される
ご家庭に対し、電話または訪問して工事実施時期の説明や日程調整をします。
（訪問が必要な場
合は、新型コロナウイルス感染症対策を実施した上で、身分証明書を携行してお伺いします）
現在、ケーブルテレビでインターネットをご利用いただいている方は、光ケーブル化に伴
い、新しいプランの選択が必要となります。
今後、三原テレビ放送株式会社からプラン選択等についてのお知らせを封筒でお送りします。
【お問い合わせ先】
企画課

情報係（光ケーブル化事業に関すること）

☎０８４７−２２−３２０６（直通）
三原テレビ放送株式会社
（ケーブルテレビ・インターネットの加入及び変更手続き、料金に関すること）
☎０８４８−６３−８６００（営業時間：平日９時〜18時）
株式会社NTTフィールドテクノ中国支店 甲山ビル事務所
（工事施工や宅内配線工事などの日程調整）
☎０８４７−２５−５９１１（営業時間：平日９時〜17時30分）
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世羅町子育て世代包括支援センター

６月４日〜10日は「歯と口の健康週間」です。

世羅町妊婦歯科健康診査のお知らせ
妊娠期は虫歯や歯ぐきの腫れ、出血、さらには歯周病へと悪化しやすい時です。
つわりの時期を過ぎた妊娠４カ月ごろの受診がおすすめです。治療が必要になっ
た場合も、安定期の間に終えることができやすくなります。
また、赤ちゃんが誕生して忙しくなる前に、お母さんの身体のチェックをする
最適な機会と捉え、歯医者さんで健診を受けましょう。

＊対 象 者

世羅町に住所を有し、母子健康手帳の交付を受けている妊婦の方

＊健診内容

口腔内（歯及び歯肉）の健診、健診結果の説明、歯科保健指導

＊費

無料

用

※ただし、町が交付している妊婦歯科健康診査受診票は、出産前日までの
１回の利用に限ります。
治療が必要な場合の治療代は自己負担となります。
＊持 参 物

妊婦歯科健康診査受診票（母子健康手帳別冊）・母子健康手帳・健康保険証

＊実施場所

世羅町内の指定歯科医療機関
※ご予約のうえ、受診してください。

指定歯科医療機関

住所

電話番号

正田歯科医院

西上原90-2

０８４７−２２−３５３０

谷川歯科医院

本郷30-7

０８４７−２２−５２２２

公立世羅中央病院 歯科口腔外科

本郷918-3

０８４７−２２−１１２７

橋本歯科医院

本郷867-6

０８４７−２２−３３５６

平岡歯科医院

寺町1221-1

０８４７−２５−０４１８

みやもと歯科医院

小国3319-4

０８４７−３７−２２１８

令和２年度の世羅町妊婦歯科健康診査の受診者は19人で
した。そのうち、約７割の妊婦さんに治療が必要な虫歯や歯
周疾患が見つかっています。

【お問い合わせ先】
世羅町子育て世代包括支援センター
子育て支援課

だっこ

子育て支援係

☎０８４７−２５−０２９５
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「ハイジ（歯維持）検診」を受けましょう‼
ハイジ検診は、歯周病検診です。歯周病は、口の中の歯周病菌などが原因で、歯を支えている組織が
徐々に破壊され、歯を失うきっかけとなる病気です。初期は自覚症状がありません。また、歯周病は、糖
尿病を悪化させたり、動脈硬化を促進させ脳卒中や心臓病のリスクを高めるといわれています。
歯周病予防には、毎日の歯磨きと定期的な歯科検診が大切です。お口の健康だけでなく、全身の健康の
ためにも、ハイジ検診を受診して口腔ケアに努めましょう。

今年度中に、41歳・51歳・61歳・71歳になられる方へ、
『ハイジ検診クーポン券』を送付しています。
歯科医療機関へ『ハイジ検診クーポン券』を提出すると無料で歯周病検診を
受診することができます。この機会に、歯周病検診を受けましょう！
※受診の際には、クーポン券に記載（下記記載）の歯科医療機関に必ず予約してください!!
クーポン券を利用できる歯科医療機関
歯科医療機関名

住所

電話番号

正田歯科医院

西上原90-２

０８４７−２２−３５３０

谷川歯科医院

本郷30-７

０８４７−２２−５２２２

公立世羅中央病院歯科口腔外科

本郷918-３

０８４７−２２−１１２７

橋本歯科医院

本郷867-６

０８４７−２２−３３５６

平岡歯科医院

寺町1221-１

０８４７−２５−０４１８

みやもと歯科医院

小国3319-４

０８４７−３７−２２１８

【お問い合わせ先】健康保険課

健康増進係

☎０８４７−２５−０１３４

「国保人間ドック」の申込みを受け付けています
対象者

（１）受診日に満30歳以上74歳以下の方
（２）受診日に世羅町国民健康保険加入者の方

＊国民健康保険税完納世帯の方に限る

健診機関

公立世羅中央病院・公立みつぎ総合病院・JA尾道総合病院
三原興生総合病院・三原市医師会病院・JA吉田総合病院・市立三次中央病院

健診内容

特定健診・がん検診・脳ドック

自己負担額
申込期限

など

各医療機関の健診費用の２割負担。8,000〜20,000円程度。
（医療機関・コースによって異なりますので、詳細はお問い合わせください）

８月２日（月）

＊申込期限前でも、定員となり次第、受付を終了します。ご了承ください。
＊新型コロナウイルス感染症予防のため、検診内容が変更または中止となる場合があります。
【お問い合わせ・お申込み先】健康保険課 健康増進係
せらにし支所 生活課
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☎０８４７−２５−０１３４
☎０８４７−３７−２１１１

た す き でつなぐ

た
す
き

世羅の 食
〜わたしからあなたへ

おとなから子どもへ

つくる人から食べる人へ〜

のしく食べよう！
すんでつくろう！
せつを感じる世羅の

食

世羅の「食」を たすき でつなごう

食生活改善推進員おすすめレシピ

具だくさん豚丼
■材料（４人分）
たまねぎ
にんじん
ごぼう
干ししいたけ
糸こんにゃく
豚肉
しょうが
油
酒
⎡ 砂糖
Ａ⎜ しょうゆ
⎜
⎣水
ねぎ

280g
60g
40g
10g
120g
160g
6g
小さじ１
小さじ２
大さじ２強
大さじ４
100ml
4g

【たまねぎ】

今月の世羅の食材

たまねぎの辛み成分には血液をサラサラにした
り新陳代謝を良くしたりする効果があります。コ
レステロールの上昇を抑える効果もあるので、健
康づくりにもってこいの食材です。

■つくり方
①たまねぎは１㎝幅のくし切り、にんじんは５㎜の千切り、ごぼうはささがき、干ししい
たけは水で戻してうす切り、糸こんにゃくと豚肉は食べやすい大きさに切っておく。
②鍋にしょうがと油を入れて加熱し、香りが立ったら豚肉と酒を加えて炒める。
③肉の色が変わったら、たまねぎ、にんじん、ごぼうを加えて炒め、油がまわったら糸こ
んにゃく、干ししいたけを加えてさらに炒める。
④Ａを加えてひと煮立する。
⑤野菜に火が通ったら、ご飯を器に盛り、④を上にかけて小口切りにしたねぎをかける。
【１人分栄養量】エネルギー134kcal

塩分1.2g

◆掲載している料理の作り方を、７月５日〜７月11日にケーブルテレビで放映します。ぜひご覧ください。
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梅雨時期の農業用ため池の維持管理をしましょう
ため池が決壊すると、農地や財産だけでなく、尊い生命までも失う可能性があります。
ため池の災害を未然に防止するため、次のことに注意して、点検しましょう。
①堤防に立木があると、堤防をゆるめ、水漏れを起こし、決壊の原因となります。
立木や雑草は、刈り払っておきましょう。
②ため池に水を多く貯めようとして余水吐へ堰板を設置したり、土のうを積み上げて
いると、大雨のときに十分な排水ができず、水が堤防を越して決壊の原因になりま
す。余水吐をふさいでいるものがあれば、取り除きましょう。
③堤防の落ち込みや、水漏れなどの異常を発見したときは、役場へ連絡し、シート掛
けなどの応急対策を行いましょう。
３つの点検を早急に行い、安全を確かめましょう。
また、ため池では転落による死亡事故が予想されます。特に、子ど
もさんのいらっしゃるご家庭では、ため池周辺で遊ばないよう常日頃
から注意徹底をしていただくとともに、配慮をお願いします。
【お問い合わせ先】産業振興課

農林整備係

☎０８４７−２２−５３０４

食品衛生法の改正に伴う
新たな営業許可・届出制度について
食品衛生法の改正により、営業許可制度が見直されるとともに、営業届出制度が創設さ
れました。施行日は、令和３年６月１日です。
１

営業許可制度の主な見直し内容
◆許可業種の新設
漬物製造業、水産製品製造業、密封包装食品製造業、液卵製造業、食品の小分け
業などが新設されました。なお、これら新設許可の取得には３年間の猶予期間があ
ります。（経過措置期間：令和３年６月１日から令和６年５月31日まで）
◆施設基準の改正
営業許可を受けるための要件である施設基準が全面的に改正されました。令和３
年６月１日以降に許可を受ける場合には、改正後の施設基準が適用されます。

２

営業届出制度の創設
許可を要する営業及び届出対象外の営業（食品の輸入業、運搬業など）に該当しな
い営業を営む営業者（白餅製造業、製粉業、弁当販売業、野菜果物販売業など）の方は、
法改正前に任意で届出された方も改めて保健所に「営業届」を提出する必要があります。
食品衛生申請等システムを利用又は所定の様式により届け出てください。
詳細は、東部厚生環境事務所・保健所のホームページをご覧ください。

【お問い合わせ先】
広島県東部保健所
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食品衛生係

☎０８４８−２５−４６４２

介護保険負担限度額認定要件等の
変更について
介護保険制度は３年に１度見直しが行われます。介護保険負担限度額認定について、８月から
対象となる方の要件と食費の費用負担額がそれぞれ変更されます。令和３年度（８月１日〜）に
向けた更新手続きのご案内と申請用紙は、後日、改めて郵送しますので、下記要件を確認いただ
き、別途ご申請ください。
変更となる対象者要件について
・利用者負担第３段階が①と②に細分化され、それぞれに収入等の金額が設定されます。
・預貯金等について、一律1,000万円（夫婦は2,000万円）以下から、本人の収入等に応
じた金額に変更されます。
◇◆軽減の対象となる方◆◇
利用者負担段階

が変更箇所
対象者

預貯金等資産要件

第１段階

・生活保護受給者
・本人及び世帯全員が住民税非課税で、
老齢福祉年金の受給者

単身1,000万円以下
（夫婦で2,000万円以下）

第２段階

・本人及び世帯全員が住民税非課税で、
合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金
収入額が80万円以下の方

単身650万円以下
（夫婦で1,650万円以下）

第３段階①

・本人及び世帯全員が住民税非課税で、
合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金
収入額が80万円超120万円以下の方

単身550万円以下
（夫婦で1,550万円以下）

第３段階②

・本人及び世帯全員が住民税非課税で、
合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金
収入額が120万円超の方

単身500万円以下
（夫婦で1,500万円以下）

※世帯分離をしている配偶者も含みます。
食費の費用負担額について
・施設入所時と短期入所（ショートステイ）利用時の食費の費用負担額が変わります。
◇◆一日あたりの負担限度額◆◇

が変更箇所
居住費（滞在費）

利用者
負担段階

食費

第１段階

300円

０円

０円

320円

490円

490円

820円

第２段階

390円
（600円）

370円

370円

420円

490円

490円

820円

第３段階①

650円
370円
（1,000円）

370円

820円

1,310円

1,310円

1,310円

第３段階②

1,360円
370円
（1,300円）

370円

820円

1,310円

1,310円

1,310円

多床室
多床室 従来型個室 従来型個室 ユニット型 ユニット
（特養等）（老健・療養等）（特養等）（老健・療養等） 個室的多床室 型個室

※短期入所（ショートステイ）を利用した場合、食費の負担限度額は（
【お問い合わせ先】福祉課

高齢者地域包括支援係

）内の金額です。

☎０８４７−２５−００７２
2021.6
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高額介護
（予防）
サービス費の見直しについて
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担の合計額（同じ世帯内に複数の利用者がいる
場合は世帯合計額）が基準額を超えた場合、超えた額が申請により支給されます。８月利用分か
ら現役並み所得者の段階区分が細分化されます。現役並み所得者以外の区分については、上限額
の変更はありません。
が変更箇所
利用者負担段階区分

７月利用分まで

８月利用分から

上限額
（世帯合計）

上限額
（世帯合計）

年収1,160万円以上

140,100円

現役並み所得者 年収770万円〜1,160万円未満

44,400円

93,000円

年収383万円〜770万円未満

44,400円

一般（住民税課税世帯で現役並み以外）

44,400円

44,400円

住民税世帯非課税等

24,600円

24,600円

15,000円
（個人）

15,000円
（個人）

生活保護受給者

15,000円
（個人）

15,000円
（個人）

利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の
受給者とならない場合

15,000円

15,000円

・世帯全員が住民税非課税で前年の公的年金等収入
金額＋その他の合計所得金額が80万円以下の方
・老齢福祉年金受給者

【お問い合わせ先】福祉課

高齢者地域包括支援係

☎０８４７−２５−００７２

障害者相談員及び相談窓口の紹介
障害のある方の相談窓口として、身近な地域でつぎの相談員がお話を伺います。

身体障害者相談員
福崎キミ子さん
（伊尾）
☎0847−24−0435

知的障害者相談員
竹内清德さん
（寺町）
☎090−7375−0532

また、つぎの窓口において、障害のある方やその家族等からの様々な相談に応じます。
みつば会相談支援事業所（世羅町大字寺町1568番地２） ☎０８４７−２２−２７１５
○今後の生活や就職について、一緒に考えてほしい
○障害福祉サービスの内容や利用方法を知りたい
○子どもの発達について相談したい
など、お気軽にご相談ください。
【お問い合わせ先】福祉課
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障害者支援係

☎０８４７−２５−００７２

？

すか
で
じ
存

ご

地域包括支援センター

地域包括支援センターは、医療・介護・福祉などの高齢者の暮らしに関わる相談や支
援を行っています。

地域包括支援センターの業務

権利擁護

社会福祉士

高齢者虐待
虐待の早期発見、防止
に努め、対応します。

地域包括
支援センター

保健師

専門家が中心と
なり、「チーム」
として問題を解 主任介護支援専門員
決します！

包括的・継続的
ケアマネジメント支援

介護予防
ケアマネジメント

みなさんのいまの状態
に合わせた介護予防の
支援をします。

成年後見制度
認知症などで判断能力
が不十分な方の、申立
てなどの支援をします。

総合相談支援

どこに相談してよいか
わからない、介護に関
する心配事や悩み事は
ありませんか？
高齢のみなさんやその
ご家族、近所に暮らす
人の介護に関する悩み
や問題に対応します。
健康や福祉、医療や生
活に関することなども
ご相談ください。

暮らしやすい地域をめ
ざ し、 様 々 な 機 関 と
ネットワークづくりを
しています。

連携
地域型支援センターは、身近な地域で相談や訪問活動、介護教室などを行っています。
地域型支援センターさくら（世羅・甲山地区）（世羅町社会福祉協議会）
地域型支援センターさくら（世羅西地区）（世羅町社会福祉協議会 せらにし支所）
〈相談窓口〉
■世羅町地域包括支援センター
■地域型支援センターさくら（世羅・甲山地区）
■地域型支援センターさくら（世羅西地区）

☎０８４７−２５−００７２
☎０８４７−２２−５１４７
☎０８４７−３７−１３３５

2021.6
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「せらケーブルねっと」データ放送の利用について
データ放送は、暮らしに役立つ情報をご覧いた
だくことができる便利な機能です。
「世羅町自主放送（11チャンネル）」のデータ放
送では、ご家庭のテレビで、
「行政からのお知らせ」
や「おくやみ」、
「ごみ収集日」など世羅町のさまざ
まな情報を、いつでもご覧になることができます。

※データ放送の視聴は、「せらケーブルねっと」のテレビ契約をされている方に限ります。
また、データ放送に対応していないテレビでは視聴できません。
データ放送を視聴するには
１．「世羅町自主放送（11チャンネル）」にチャンネルを合わせる。
（チャンネルを合わせた数秒後に自動でデータ放送が起動します）
２．見たい情報を選び、テレビリモコンの【決定】ボタンを押す。
３．データ放送画面を閉じたい場合はリモコンの【ｄ】ボタンを押す。

d

※データ放送画面を閉じた後に再度データ放送を
見たい場合はリモコンの【ｄ】ボタンを押すと
データ放送が開きます。
また「データ放送を自動表示」のチェックを外
すと、
「世羅町自主放送（11チャンネル）
」にチャ
ンネルを合わせた際のデータ放送の自動表示を
止めることができます。

お住まいの地区をデータ
放送で登録することで、登
録した地区のごみ収集日を
表示させることができます。

※画面は実際と異なる場合があります

ごみカレンダーの地区登録について
1.
2.
3.

画面左下の「地区変更」を選び、リモコンの【決定】ボタンを押す。
お住まいの地区を選び、リモコンの【決定】ボタンを押す。
表示されている地区が登録した地区になっていることを確認する。

【お問い合わせ先】企画課 企画係 ☎０８４７−２２−３２０６
「せらケーブルねっと」の契約状況の確認や変更については、
三原テレビ放送（株）☎０８４８−６３−８６００（営業時間：平日９時〜18時）
13
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〜認知症の人が安心して暮らせるまちづくりをめざして〜
世羅町見守りシール交付事業
世羅町では、認知症などにより行方不明になる可能性のある高齢者等を早期に発見・保護するこ
とを目的に『世羅町見守りシール交付事業』を実施します。
この事業は、対象になられる方へ交付したQRコードが印字してある専用シールを、衣類や持ち物
に貼付していただき、発見者がQRコードを読み取ると家族や介護者の方へメールが送信され、発見
者と伝言板で連絡を取ることができます。大切なご家族を守るため、ぜひご活用ください。
※伝言板には氏名などの個人情報は記載されません。
シール交付対象者
町内在住で、認知症などで行方不明になる可能性のある在宅で介護を受けておられる高齢者など。
ご利用方法
申請と情報の登録、携帯電話（スマートフォン等）が必要です。まずは相談してください。

費

用

無料（一人につき

シール30枚セット）
見本

【お問い合わせ先】
福祉課 高齢者地域包括支援係

☎０８４７−２５−００７２

世羅町商工会『第14弾
ニュース

（実物大）

世羅とくとく商品券』

７月４日（日）発売！

発行総額

２億2,000万円‼

購入希望の方は 広報せら６月号 とともに配付した「購入引換券」に必要事項を記入のうえ、
販売窓口へご持参ください。
販売開始：７月４日（日）９時〜
販売窓口：世羅町商工会 本所（世羅町大字西上原121番地５）
※７月４日（日）のみ世羅町甲山農村環境改善センター（世羅町大字西上原123番地１）
世羅町商工会 世羅西支所（世羅町大字小国4518番地１）
発売日に「せらまちタクシー」を臨時運行しますのでご利用ください。
【お問い合わせ先】世羅町商工会

☎０８４７−２２−０５２９
2021.6
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ご確認ください！農薬の取扱い
農薬の取扱いにおける注意点等について、シリーズで紹介します。
第３回 「事故を防止するためには」
農薬専用の保管場所を設け、必ず鍵をかけましょう。
○保管場所は、直射日光の当たらない、冷涼で、乾燥し
たところに設置してください。
○農薬は、他の資材等と分けて保管してください。
○毒物・劇物の農薬は専用の保管庫に入れ、
「医薬用外毒
物」、「医薬用外劇物」の表示をし、必ず鍵をかけてく
ださい。
保管時に特別な注意が必要な農薬は、ラベルに表示されている保管管理方法に
従って、分けて保管してください。
〇農薬を他の容器へ移し替えてはいけません。
事故防止の対策
○保管および運搬の際は、農薬が漏れたり、流出し
たりしないよう注意してください。容器等は完全
に密栓し、破損が無いことを確認してください。
○万一、破損してしまった場合に備えて、容器をト
レーなどに入れて流出しないように工夫してくだ
さい。また、農薬が流出してしまった場合に備え
て、吸収用の砂等を準備しておきましょう。
事故が発生した場合の対応
○盗難にあったり、紛失した場合は、警察署へ届け出てください。
○河川や用水路等へ流出してしまった場合、もしくはその恐れがある場合は、速や
かに保健所、警察署、消防機関へ届け出てください。
※６月から８月は農薬危害防止運動を実施しています。農薬を使用する時は、安全
かつ適正に取扱い、農薬による危害と事故を防ぎましょう。
【お問い合わせ先】
産業振興課

産業振興係

☎０８４７−２２−５３０４

毒物または劇物については、
広島県東部保健所

生活衛生課

☎０８４８−２５−４６４３

※農林水産省ホームページの「農薬コーナー」において、詳細かつ最新の
情報提供が行われていますので、ご覧ください。
イラスト
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JA全農提供

公立世羅中央病院だより

胃内視鏡検査のすすめ
内視鏡室

飯尾

澄夫

今年度より公立世羅中央病院にて内視鏡診療（胃カメラ、大腸カメラ）
を担当させていただくことなりました。
胃がんは、日本全国で１年間に10万人以上が診断されます。胃がんと
診断される人は男性に多く、50歳頃から増加して、80歳代でピークとな
ります。男性では最も多く、女性では乳がん、大腸がんに次いで３番目
に多いがんです。
胃がんの発生要因としてはヘリコバクターピロリ（ピロリ菌）の感染・
喫煙があります。そのほか、食塩・塩分食品の過剰な摂取が発生の危険
性を高めることが報告されています。
日本人を対象とした研究結果では、がん予防には禁煙、バランスのよ
い食事、身体活動、感染予防等が効果的といわれています。
ピロリ菌は胃粘膜に生息しています。胃粘膜は胃酸に覆われています
が、ピロリ菌はウレアーゼという酵素を出してアルカリ性のアンモニア
を作り出すことで胃酸を中和しながら存在しています。感染経路は不明
ですが、飲み水や食べ物を介して口から菌が入ってしまうことで感染す
るのではないかと考えられています。日本人の場合、高齢な方ほどピロ
リ菌に感染している率が高いです。これは水道水などのインフラがまだ
整っていなかった時期に幼少期を過ごしたためではないかとされていま
す。ピロリ菌に感染しているだけでは症状などは出ませんが、胃潰瘍・
十二指腸潰瘍・胃炎の患者さんは感染している方が多く、ピロリ菌を除

No.139

菌すると再発しにくくなることから感染しているかどうかを診断する高
精度な検査方法が普及しています。もしピロリ菌に感染していることが
わかった場合は積極的に除菌することがすすめられています。
がん検診の目的は、がんを早期発見し適切な治療を行うことでがんに
よる死亡者数を減少させることです。胃がんの検診方法として「効果が
ある」とされているのは「問診」に加え、「胃部Ｘ線検査」または「胃カ
メラ」のいずれかです。胃カメラは、とても苦しい検査であるイメージ
があるかもしれませんが、内視鏡機器の進歩によりカメラも細くなって
おり以前よりも比較的楽に検査できるようになりました。また、ご希望
の方は鎮静剤を使うこともできますので気軽にご相談ください。
皆さんの健康の助けになるよう一生懸命頑張らせていただこうと考え
ています。今後ともよろしくお願い申し上げます。

2021.6
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新入生オリエンテーション
新入生オリエンテーションを４月８・９・12日の３日間、
せら文化センター及び本校で実施しました。新入生が高校
生活に慣れることを目的とし、本校の教員が教務・進路・
高校生活の過ごし方等を説明しました。併せて、昨年度か
ら導入したiPadの使用説明やクラス目標の設定・発表会を
行いました。また、世羅町長の奥田正和様から「世羅の地
で高校生活を送ることの意義」についての講演をいただき

iPad説明会

ました。この活動を通して、世羅高生としての自覚を高め、
高校生活の円滑なスタートとして、実り多き研修となりま
した。

学年別球技大会
ゴールデンウィーク後の５月７日、学年別校内球技大会
を開催しました。
コロナ禍で密を避けるため、学年別に２時間ずつのクラ

クラス目標発表会

ス対抗戦を行いました。男子はソフトボール、女子はバレーボールで熱戦を繰り広げ、元気よく
楽しそうにプレーする生徒たちの姿が多くみられました。

３年生１・２時間目

２年生３・４時間目

１年生５・６時間目
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Welcome Micky!!

れ︑取り組まれている学校や図書館に置いてい
ただくと聞いたが︑折角ならケーブルテレビで
読み聞かせ風に放映できればと提案した︒細
かいストーリーは読んでいただくとして︑町と
してはこのような昔からの守り続けて行かね
ヒョウモンモドキの子守唄
ばならない地域の宝を継承する仕組みが大切
世羅台地は 自然豊かで 希少動植物 にとっ と思う︒幼少期に目にした景色や自然との共
ても住み良い環境であることは間違いない︒ 生・ふれあいが︑大人となり地元愛が膨らみ貴
教育現場でもそれぞれの地域に生息するチョ 重な体験として心に刻まれることであろう︒
お伝えしたい事は数々あるが︑新型コロナ
ウやカエルそしてホタル等の学習が専門の方
を招いて地域と共に行われ︑素晴らしい事だ ワクチン接種は 歳以上の高齢者の優先予約
から始まり︑５月 日からは医療機関での個
と嬉しく思う︒
現在の農作業は機械化や肥料・農薬による省
別接種が開始された︒国から突然︑７月末まで
力化が進み︑汗と泥にまみれあぜ道で休憩する に高齢者接種を終わらせるよう依頼があったが︑
などゆったりとした時間を過ごせないように感
既に計画を立て医師会の協力で予約を開始し
じる︒そんな中︑化成肥料を減らし農薬を出来 てからのことで混乱した︒当初ワクチン接種
るだけ使用しない環境に優しい農作物の栽培が 予約については電話が繋がらないなど多くの
始まっていると聞く︒先般︑国の農林水産局長
方に大変 ご迷惑をお掛けしたことから︑今後
賞を受賞した
︵農︶
くろぶちにおいても︑環境の 開始される 歳から 歳の皆さんの予約にお
充実を掲げヒョウモンモドキ蝶の保全管理に努 いて混乱は避けたい︒これまでの手続きにお
力されたことも受賞の要因であると聞いた︒
いて︑精一杯の事務準備と関係機関のご協力で
この度紹介する﹁ヒョウモンモドキの子守唄﹂ 進めておりご理解をいただきたい︒スマート
は世羅町と三原市で活動されている保全地域 フォンなどからのインターネット予約が大方
協議会が子ども達への啓発に作られた冊子で を占める中︑地域や家族内で助け合っての予
あり︑ヒョウモンモドキを愛する童話書となっ 約に救われたことにも感謝申し上げたい︒
コロナ禍でも人の移動は容易に止められる
ている︒登場人物には人間の他︑ハッチョウト
ンボ・チュウサギ・オオコオイムシが案内人
︵虫︶ ものではないし︑ワクチン接種により今後も
として役割を果たしている︒更に挿絵を担当 感染しないわけではない︒これまで通り予防
してくれたのが世羅高校の美術部で︑淡い色合 対策をとり危機感を持ちな がら生活しなけ
いで世羅の風景を表してくれている︒実際の活 ればならないが︑早くにこの﹁ヒョウモンモド
キの子守唄﹂冊子のような夢のある日が来る
ことを願うばかりである︒

町長室

動
︵ノアザミの生育︶
にも生徒 が頑張っており

ホットに元気・

活動の励みになっている︒この冊子は 冊作ら

65

10
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ババロラ）
この度、ALT（外国語指導助手）として、新たにMicky Babalola（ミッキー

先生をお迎えしました。世羅町内の中学校などで活躍していただきます。どうぞよろしく
お願いします。

こんにちは。ナイジェリア出身のミッキーと申します。

日本には15年間住んでいます。当初は学生として来日し、日本

の文化や習慣を学んできました。新しいことを学んだり、色々な人

と出会ったりすることに興味を持っています。私の熱意や興味を世
羅町の皆さまと共有したいと思っています。また、生徒の皆さんの
学校生活の力になりたいと思っています。よろしくお願いします。

Mr. Micky Babalola

16

64

13

わがまちの
︱シリーズ

日

日

17

文化財
とっこ

広島県重要文化財

独鈷
年︵一九五三︶６月

こんごうしょ

世羅町大字甲山︵今高野山︶

昭和
所在地

年︵一九五三︶８月

11 23

昭和

28 28

独鈷

で毎日飲んでも飽きません︒麹造り
の師匠から﹁甘酒は炊飯器で作れば
いいよ︒﹂と教えて頂いたのですが︑
自宅では温度を一定に保つのが難し
か っ た の で︑ ヨ ー グ ル ト メ ー カ ー
を 購 入 し︑ 甘 酒 だ け で な く 鶏 ハ ム
や︑ローストビーフも作ってみまし
た︒昔ながらの手仕事と文明の利器︒
両方の素晴らしさを堪能しています︒

No.201

2021.6

広報

19

さんこ

かしゃ

乳白色の原石のような麹の塊。麹の
ふくよかな香りが立ち昇る。

三鈷

かつま

羯磨・火舎・花
瓶・六器など多
くの種類がある︒

地域おこし協力隊の中村です︒
新しい年度になってはや２カ月が
経ちました︒あっという間に梅雨入
りとなり︑そろそろ半袖の出番かな
と思っています︒
昨年度︑世羅町空き家バンクでは︑
再登録を含めて空き家の登録は新た
に 件︑売買は 件が成立しました︒
今年に入ってから︑空き家バンクで
お家を購入された方が次々移住のご
挨拶に来て下さり︑とてもうれしく
思っています︒
移住定住の相談業務以外では︑移
住者のグループでパン教室を開催し
たり︑地域の方に染色や味噌・麹造
りを教えて頂いたりと充実した日々
を過ごしました︒
味噌造りは色々な方法があるよう
ですが︑教えて頂いたのは麹から丁
寧に造る昔ながらの製法に独自の改
良を加えた︑手間ひまをかけた方法
です︒皆さんの職人のような手際に
見とれながら︑１人あたふたしてし
まいましたが︑作業の合間にお話し
するのもとても楽しく︑幸せな時間
でした︒今から蔵出しが楽しみです︒
せっかく麹も造ったので︑早速甘
酒 を 作 っ て 腸 活 し て い ま す︒ 手 作
りの甘酒は︑ふんわりとした喉越し

焦げ付かないよう慎重に、味噌
用の大豆を煮ているところ。

●
三鈷

今高野山に伝わる三鈷・独鈷は︑金銅製の密教法具の金剛杵の一種
である︒
きもく
どちらも長さ ㎝ で鬼目︵鬼面︶が大きく先端は鉾状にとがり︑特
こ
に三鈷は︑銛︵爪︶の部分が大きく張っている︒これらの特徴から鎌
倉時代の作品であることがわかっている︒
三鈷は︑祈る人の三業がそのまま仏様の三密に通じることを表して
いる︒また︑独鈷は祈る人と仏様が一体となることを表しているとい
う︒
密教︵天台宗・真言宗︶は︑平安時代に最澄・空海などによって中
国から請来されたものである︒この密教の修法に使われる法具は︑心
中 の 煩 悩 を く だ き 仏 性 の 智 光 を あ ら わ す 意 味 で 用 い ら れ て い る︒ 密
教 法 具 に は︑
こんごうしょ
金剛杵のほか
に 金 剛 鈴・ 金
りんぼう
剛 盤・ 輪 宝・
20

五鈷の例（部位名称）

オリンピックと人権について
東京オリンピック（7/23〜8/8）・パラリンピック（8/24〜9/5）の開催
が予定されています。コロナ禍での開催となるため、感染防止の運営方法な
どが議論されています。
東京オリンピック開催には、開催都市契約での差別禁止条項が追加されました。
その内容は、オリンピズムの根本原則の６で「このオリンピック憲章の定める権利および
自由は、人権、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国ある
いは社会的な出身、財産、出自やその他の身分などの理由による、いかなる種類の差別も受
けることなく、確実に享受されなければならない」とうたっています。また、オリンピック
憲章第１章、第２条第６項には「・・・・いかなる形態の差別も反対し、行動する」と定め
ています。こうした条文を見るとオリンピックは、差別への反対を高く掲げていることが良
く理解できます。
オリンピックは、平和や国際交流、異文化理解、多様性を尊重する人権感覚を深めるもの
でもあります。しかし、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会元会長は、JOC臨時
評議会の席上で「女性がたくさん入っている理事会は時間がかかる」と女性蔑視ととれるあ
いさつをしました。見逃せないのは、JOCの女性理事の比率を20％から40％に引き上げる
提案が報告された会合での発言であったことです。また、増員する場合「発言の時間をある
程度制限しないと終わらない」と続けています。その後、元会長は「不適切な表現だった」
と発言を撤回し、謝罪、辞任しました。まさしくオリンピック憲章に反する発言であり、人
権感覚に欠けたもので、オリンピックボランティア、聖火リレーランナーの多くが辞退する
状況が生まれました。
世界経済フォーラムは、３月30日、世界の156カ国を対象とした「男女格差報告」を公表
し、日本は120位（前回153カ国中121位）で、低迷する状況は変わりませんでした。
（同報
告は、政治、経済、教育、健康の４分野を数値化して国別に算出しています）
東京オリンピックは、
「多様性と調和」を大会ビジョンに掲げています。オリンピック憲章
の定めに基づいて開催国にふさわしいあらゆる差別をなくすことをこのオリンピックを契機
として進めていかなくてはなりません。
世羅町人権擁護委員

〜令和元年度小学生人権標語応募作品〜
〜令和元年度小学生人権標語応募作品〜

ありがとう
なかよしに
きずつけたひとこといえば
心のきずは なおらない

広島法務局尾道支局・尾道人権擁護委員協議会
広島法務局尾道支局・尾道人権擁護委員協議会

次回の
人権相談日

外国語人権相談ダイヤル
電話番号
対応時間
対応言語

0570−090−911
祝日・年末年始を除く月〜金 ９時〜17時
英語・中国語・韓国語・フィリピノ語
ポルトガル語・ベトナム語 他
広島法務局・広島県人権擁護委員協議会

７月21日（水）
9時〜12時
場 所 せら文化センター ２階和室
お問合せ 町民課 町民係
☎0847−22−5302
日

時

2021.6
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多様な性について考えよう！
あなたは「LGBT」という言葉を聞いたことがありますか？
LGBTとは次の言葉の頭文字をとって組み合わせた言葉で、性的少数
者（セクシュアルマイノリティ）を表す言葉の一つとして使われること
もあります。

197

性的少数者（セクシュアルマイ
ノリティ）には、LGBT 以外にも、
男女どちらにも恋愛感情を抱か
ない人や、自分自身の性を決め
られない・分からない人など、さ
まざまな人々がいます。
誰もが自分の性を尊重され、
『自分らしく』生きられる社会を
みんなでつくっていきましょう。

みんなの人権110番

ナビダイヤル

０５７０−００３−１１０

法務省ホームページ：性的少数者に関する人権啓発リーフレット（一般向け）引用
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広報せら・世羅町ホームページに
広告を掲載してみませんか？
●広告の種類
広報せら
広告名称

広告料予定価格

広告規格

１号広告

30,000円／１回

A4全面

２号広告

15,000円／１回

A4半面

３号広告

8,000円／１回

縦4.5㎝×横17.3㎝

４号広告

4,000円／１回

縦4.5㎝×横8.5㎝

広報せら広告

世羅町ホームページ
掲載期間

広告料予定価格

１カ月

広告規格

月額5,000円

３〜６カ月

月額4,500円（10％割引）

７〜９カ月

月額4,000円（20％割引）

10〜11カ月

月額3,750円（25％割引）

12カ月

月額3,500円（30％割引）

大きさ：縦60ピクセル
横148ピクセル
形

式：GIF、JPEG

容

量：10キロバイト以下

HP広告

●申込期限 掲載希望月の前月の１日まで
●掲載方法 詳しくは世羅町のホームページをご覧いただくか、お問い合わせく
ださい。
【お問い合わせ先】企画課

企画係

☎０８４７−２２−３２０６
2021.6
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「小さな親切」運動

21 23

「小さな親切」運動

実践協力校依頼

広島中部支部は青少年の豊かな心づくりを推進する、令和３年度「小

さな親切」運動実践協力校の依頼を昨年に引き続き町内の各学校へ行い、活動助成金を寄贈
しました。
【贈呈者】「小さな親切」運動

広島中部支部

【寄贈先】・せらひがし小学校

甲山小学校

5

尉宏

・せらにし小学校

校長

校長

正峯

・世羅小学校

・甲山小学校

せらひがし小学校

事務局

栗原

池岡

英樹

妙子

様

様

世羅小学校

せらにし小学校

校長

校長

早間

重谷

貴之

美保

様

様

さ き

（世羅高１年）
17 東京オリンピック広島県聖火ランナー 内海早葵さん
一般公募で世羅町から、東京オリンピック広島県聖火ランナーに選ばれた内海早葵さん

（東上原）が、トーチを持参し、町長を訪問されました。
当初は三次市内をランナーとして走る予定と
なっていましたが、新型コロナウィルス感染
症の拡大を受け、聖火リレーが広島平和記念公
園でのトーチキスに急遽変更されたことや、参
加しての感想などを話されました。内海さんは、
「人生で二度とないと思われる行事に参加でき
たことはとても光栄でした。参加を通じてよ
り一層平和について考えていきたいと思いまし
た。」と話されました。
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︻お問い合わせ先︼
世羅消防署
☎０８４７ ２２ ３７３７

世羅西出張所
☎０８４７

３７

２７１７

予 定 価 格 30,478,800円（税込）

建設工事の入札執行状況

契 約 価 格 30,250,000円（税込）

24
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税務職員募集

６月29日
（火）〜
７月６日（火）

消防設備士試験
︵令和３年度前期︶
甲種・乙種

受験願書の配布
世羅消防署・世羅西出張所
◇インターネットからも出願できま
す︒
︵一財︶消防試験研究センター
ホームページ

工 事 内 容 旧自治センター建物解体撤去

場合は︑第１次試験地を管轄する
人事院地方事務局に郵送又は持参
により申込書を提出
受験申込受付期間
○インターネット申込み
６月 日︵月︶ ９時から
６月 日︵水︶までに申込データ
を受信完了したものに限り受け付
けます
○郵送又は持参による申込み
６月 日︵月︶・ 日︵火︶
︵ ６ 月 日︵ 火 ︶ ま で の 通 信 日 付
印有効︶
第１次試験
○試験日 ９月５日︵日︶
︻パンフレットの請求︑お問い合わせ先︼

広島国税局 総務部
人事第二課 試験研修係
〒７３０ ８５２１
広島市中区上八丁堀６
☎０８２ ２２１ ９２１１
内線３７４３・３６３５
又はお近くの税務署総務課へ
ホームページアドレス
国税庁
https://www.nta.go.jp/

８月22日
（日） 広島市

願書提出先
︵一財︶消防試験研究センター
広島県支部
〒７３０ ００１３
広島市中区八丁堀
４
ＪＥＩ広島八丁堀ビル９階

世羅郡世羅町大字堀越393番地１
㈱西大田グループ 代表取締役 實久 信昭

契 約 業 者

試験場所 試験の種類

☎０８２ ２２３ ７４７４
︵平日９時〜 時︶

契約年月日 令和３年５月10日

国税庁では︑税務職員を募集して
います︒
採用試験の募集要項は次のとおり
です︒
受験資格
１ 令和３年４月１日において︑高
等学校又は中等教育学校を卒業し
た日の翌日から起算して３年を経
過していない者︵平成 年４月１
日以降に卒業した者が該当する︶
及び令和４年３月までに高等学校
又は中等教育学校を卒業する見込
みの者
２ 人事院が１に掲げる者に準ずる
と認める者
試験の程度
○高校卒業程度
受験申込方法
○インターネット申込み
※インターネット
申込専用アドレス
︵
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.jinji-shiken.
︶
go.jp/juken.html

○郵送又は持参による申込み
※インターネット申込みができない

工 事 場 所 世羅町大字西上原

２日
（金）〜
７月９日（金）
７月
書面申請

−

期 令和３年５月11日〜令和３年10月29日

工

名 旧甲山自治センター解体工事

事

電子申請
−

工

申請受付期間

14
−

−
30

申請種別
17

22

−

試験日

30 21

21

22

−

−

８月29日
（日） 福山市
−

−

30

齢制限なし︶
※見学はいつでもできます︒ご希望
の方は︑事前にご連絡ください︒
応募受付期間
７月１日︵木︶〜８月 日︵木︶
選考日
９月２日︵木︶
特典
雇用保険受給者で︑ハローワーク
の指示によって入校した人には︑訓
練修了日まで受給期間が延長される
ほか︑諸手当が支給されます︒

直接本人 より三原年金事務所へお

−

町民課

町民係

−

−

備されておくことをお勧めします︶
︒

☎０８４７ ２２ ５３０２
せらにし支所 生活課
☎０８４７ ３７ ２１１１

令和４年
随時入校
１月14日
２カ月
まで

−

−

対象 公共職業安定所に求職登録している方。
申込方法 住所地の公共職業安定所で応募用紙を提出してください。
受講料 無料（教科書代等は実費必要です）
※申込みは専用の受講申込書を広島障害者職業能力開発校に提出してください。なお、
専用の受講申込書は広島障害者職業能力開発校の HP からダウンロードできます。
※詳しくはお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
広島障害者職業能力開発校（委託訓練担当）
☎０８２−２５４−１７６６（平日９時〜17時）
℻０８２−２５４−１７１６

−

e-ラーニングコース（インターネットを活用した自宅での通信訓練）
コース名
対象者 定員
委託先名
申込期間
訓練期間
Web 制作
㈱ NTT データだい ①７月30日まで ①９月開始
重度障害
在宅ワーク
４人 ち（広島県内及び近 ②８月２日
②12月開始
者等
コース
県在住）
〜10月29日 （３カ月間）

︻お問い合わせ先︼
日本年金機構 三原年金事務所
☎０８４８ ６３ ４１１１
※音声案内番号１ ２
広島障害者職業能力開発校では、障害のある方の職業訓練のチャンスを拡大し、
雇用・就業を支援する事業を実施しています。

⇒

︻お問い合わせ先︼
広島県立三次高等技術専門校
︵三次市十日市南六丁目 番１号︶
☎０８２４ ６２ ３４３９

30

願 いし ま す
︵お問い合わせの際に︑年

15

２
月入校生の募集について
令和３年 月入校生を募集します︒
募集訓練科

令和３年度障害者委託訓練生の募集について

19

14

日時
７月 日︵木︶
時〜 時 分
︵完全予約制︶
場所
世羅町役場 ２階会議室
相談内容
年金受給に関すること等︑年金制度
一般
︵社会保険労務士が担当します︶
申込み等

年金相談所の開設

−
10

広島県立三次高等技術専
門校からのお知らせ
１ 仕事体験入学の実施について
自 動 車 整 備・ 板 金 溶 接・ 建 築 大
工・介護の仕事体験入学を行います︒
日時
①７月 日︵水︶９時〜 時 分
②８月 日︵木︶９時〜 時 分
場所
広島県立三次高等技術専門校
対象
中学校︑高等学校の生徒及び一般
求職者
申込方法
参加申込書に記
入し︑郵送または
ＦＡＸでお申し込
みください︒
※希望者が多い場合は︑先着順とな
ります︒
※参加申込書は三次高等技術専門校
のＨＰよりダウンロードできます︒
詳しくはお問い合わせください︒
応募期間
①７月１日︵木︶〜７月 日︵水︶
②７月１日︵木︶〜８月 日︵木︶
−

30 30

仕事体験入学
ウェブページ

金手帳または︑年金証書をお手元に準

15

申込期間 訓練日程

実施場所
株式会社アドバン
パソコン
在 職 中（ 休
アドバンスクール広島校
スキルアップ 職中を含む）20人
（広島市中区袋町5-28和
コース
の障害者
光広島ビル2F）

定員

在職者訓練コース
コース名
対象者

11 11

19 21

介護サービス科︵期間６カ月・年

10
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Library Information 201

休館日

甲 山 図 書 館（☎0847‑22 4515）
：水曜日
世 羅 図 書 館（☎0847‑22 1022）
：木曜日
せらにし図書館（☎0847‑37 2511）
：火曜日

今月の
おすすめ
﹁分解する図鑑﹂

号﹂

身 近 に あ る け ど﹁ こ
れってどうやってできて
る の？﹂ と 聞 か れ る と 答
えられないものってあり
ま せ ん か？ そ ん な 疑 問 を
幅広く解決してくれるのがこの図鑑です︒
携 帯 電 話 か ら 自 動 改 札 機︑ 地 下 鉄 や 水 道
管が走る地下の様子まで断面図や実際の写
真を使って仕組みや中身がわかるように説
明 し て く れ て い ま す︒ 新 し い 目 線 の 図 鑑 で
す︒

第

森下
信／監修・指導

︻寄贈いただきました︼

﹁古里
世羅郡文化財協会甲山地区部会より

﹁﹃坂の上の雲﹄まるわかり人物烈伝﹂

不比等様より

明治﹁時代と人物﹂研究会／編著

齊藤

﹁籠池家を囲むこんな人たち﹂

町民の方より

ありがとうございました︒

籠池佳茂／著

20

図書館
からの
お知らせ

新 着 図 書

甲山図書館
【一般書】
「グレゴワールと老書店主」マルク・ロジェ／著
「白昼夢」
江戸川 乱歩／著
「もっとやりすぎいきもの図鑑」
今泉 忠明／監修
「活発脳をつくる60歳からの切り紙」
古賀 良彦／監修
「広告の会社、
作りました」中村 航／著
「十津川警部、廃線に立つ」西村 京太郎／著
「フランスの小さくて温かな暮らし365日」
荻野 雅代／著
【児童書】
「はしごしゃののびるくん」正高 もとこ／作
「ふみきりくん」えのもと えつこ／文
「ロサリンドの庭」エルサ・ベスコフ／作
「ももんちゃんどこへいくのかな?」
とよた かずひこ／作・絵
「モルモットのちゃもとけだまーず」
なかや みわ／作
「ぷっくりえんどうまめ」いわさ ゆうこ／作
「おかしのずかん」 大森 裕子／作
貸出の多かった本
「鬼滅の刃 22」
「噓かまことか」
「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」
「生き抜く力」

世羅図書館

せらにし図書館

【一般書】
【一般書】
「Go Toマリコ」 林 真理子／著 「花下に舞う」 あさの あつこ／著
新堂 冬樹／著
「キメキメ鳥」クリス・アーリー／著 「なごり雪」
「もろびとの空」 天野 純希／著 「本日も晴天なり」 梶 よう子／著
「恋するサル」
黒鳥 英俊／著 「どの口が愛を語るんだ」
東山 彰良／著
「もしも徳川家康が総理大臣になったら」
眞邊 明人／著 「のほほん御膳」
こころのたね。yasuyo ／著
「みんなはアイスをなめている」
安田 夏菜／著 「小さな神たちの祭り」内館 牧子／著
【児童書】
「草花の「困った!」解決ナビ」
室谷 優二／著
「恐竜トリケラトプスとケツァルコアトルス」
黒川 みつひろ／作・絵 【児童書】
「北里柴三郎と千円札物語」
「ノラネコぐんだんと金色の魔法使い」
オフィス303／編
工藤 ノリコ／著
「バンビ」
フェーリクス・ザルテン／作 「おねぼうさんはだあれ?」
「めがねがね」tupera tupera ／作
片山 令子／文
「お菓子はすごい!」
「うみがめのおじいさん」
菅又 亮輔ほか／著
いとう ひろし／作
「ぽかぽかぐ〜ん」 角野 栄子／作 「ありえない!」
エリック・カール／作
「すし屋のすてきな春原さん」
「まってました」もとした いづみ／文
戸森 しるこ／著 「かえるのごほうび」 木島 始／作

吾峠呼世晴／著
平岩 弓枝／著
東野 圭吾／著
曽野 綾子／著

６回
５回
５回
４回

予約の多かった本
「52ヘルツのクジラたち」
「白鳥とコウモリ」
「魂手形」
「65歳から心ゆたかに暮らすために大切なこと」

町田そのこ／著
東野 圭吾／著
宮部みゆき／著
シ ョ コ ラ／著
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14回
10回
５回
５回
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お健やかな成長を
お祈りします︒

４月届出分

すこやかに

※「広報せら」では発行月の前々月に届出のあった出生について、承諾された方のみ「すこやかに」の欄へ掲載
させていただいています。

人口と世帯
５月末現在

人口
男
女
世帯

（

町内の交通死亡事故発生状況
）は前月比

15,604人（− 17）
7,401人（− 12）
8,203人（− 5）
6,846世帯（− 5）

○５月末現在の交通事故発生状況
町内の全交通事故数
区

町内の高齢者の交通事故数

分
令和３年 令和２年 減 増 令和３年 令和２年 減 増

※住民基本台帳を基にしています。

今月の納付は…
町県民税……………１期分・随時６月分
国民健康保険税……………………随時分
介護保険料…………………………随時分
後期高齢者医療保険料……………随時分

納期限

人傷事故

6

5

1

1

2

−1

死

者

0

0

0

0

0

0

傷

者

7

5

2

0

1

−1

物損事故

119

126

−7

44

56

−12

６月30日（水）

交通死亡事故ゼロ継続

納税は口座振替で
口座振替を利用される方は預金残高の確認をお願いします。
【お問い合わせ先】税務課 収納係
☎0847-22-5300
せらにし支所 生活課 ☎0847-37-2111
後期高齢者医療保険料について
【お問い合わせ先】健康保険課 保険係 ☎0847-25-0134
せらにし支所 生活課 ☎0847-37-2111

７月 休日当番医のお知らせ
4日（日）瀬尾医院

☎0847−25−0116

22日（木）もだ内科クリニック ☎0847−32−5560
23日（金）岸医院

５月の
世羅消防署出動状況
●火災出動
建物

林野

車両

他

計

世羅消防署

2

0

0

0

2

世

0

0

0

0

0

羅

町

☎0847−22−1148

11日（日）さともとクリニック ☎0847−22−0222
18日（日）うらべ医院

1311日

☎0847−37−2222

25日（日）正覚クリニック ☎0847−25−2251

●火災の場合は…
①火災場所（地区名・目印・道順など）
②火災状況（建物火災・林野火災など）
③通報者の名前・電話番号

●救急出動

救急医療（24時間体制）
公立世羅中央病院（２次救急指定病院）☎0847 22 1127
※都合により、変更になる場合があります。受診する前に医療
機関へお問い合わせください。

交通

負傷

急病

他

計

世羅消防署

2

5

32

8

47

世

1

4

28

5

38

羅

町

夜間の子ども救急電話相談（19時〜翌朝８時）
プッシュ回線・携帯電話
それ以外の電話回線

局番なしの♯8000
082−505−1399

※詳細は広島県ホームページをごらんください。
※本誌については24時間表記で統一しています。
27
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●救急の場合は…
①救急場所（地区名・目印・道順など）
②病気・けがの状況
③通報者の名前・電話番号

はじめてのおたんじょうび
６月で満１歳になるお子さんです

※「広報せら」では発行月に満１歳になるお子さん
について、
承諾された方のみ
「Happy Birthday」
の欄へ掲載させていただいています。

machi
pura

街ぷら

2021年６月15日
世羅町 企画課
〒722-1192 広島県世羅郡世羅町大字西上原123番地1
☎0847-22-1111㈹
FAX0847-22-2768
メールアドレス
ホームページ
kikaku@town.sera.hiroshima.jp

◆あとがき

発 行 日
発行と編集

2021.６

今年も梅雨の季節となり
ました︒
私は先日︑家の庭に夏野
菜 の 苗 を 植 え た の で す が︑
強い雨にも負けず少しずつ
ですが成長していく姿はと
てもたくましく︑夏がとて
も待ち遠しく感じます︒
ジメジメとした季節でマ
スクをすると息苦しく感じ
る時もありますが︑引き続
き新型コロナウイルス感染
症拡大防止に取り組みたい
と思います︒皆様も︑体調
を崩さないよう︑お気を付
けてお過ごしください︒
越智

広報

地域おこし協力隊が
感じた世羅町の魅力を
発信していきます
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