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瀬戸田図書館国民読書年企画

吉田路子の朗読を聞く集い
「花巻弁で語る銀河鉄道の夜」

　宮澤賢治が耳にしていた言葉で

銀河鉄道を案内していただきます。

日時　１月28日（木）19：00〜20：30

　　　（18：30開場）

場所　瀬戸田市民会館

　ベル・カントホール

　瀬戸田図書館（☎0845-27-1877）

「かがやき21」公開講演会

生き生き講演会
みんなちがって みんないい

〜もっと生き生き自分らしく

　「あなたは自分らしく生きていま

すか。自分らしく生きるとはどんな

生き方でしょうか。」一人ひとり自

分の人生を肯定し、幸せになってい

ただくための講演会です。

日時　２月７日（日）10：00〜12：00

場所 総合福祉センター２階第１会

議室

講師　市場恵子さん（社会心理学講

師・カウンセラー）

定員　80人（申込不要）

　かがやき21

　（松本　☎0848-45-2500）

子育て支援講座「親子体操」

　親子で楽しく身体をほぐしてみ

ませんか。体操終了後には、講師と

の座談会の時間もあります。

日時　２月24日（水）10：30〜12：00

場所　尾道市人権文化センター１

階教養娯楽室

対象　１歳〜就園前のお子さんと保護者

講師　岡田 広美さん（整体師。広島

県合気道連盟理事）

定員　親子15組（応募多数の場合抽選）

申込方法　２月10日（水）までに、北

久保児童館にある所定の申込用

紙にはがきを添えて直接申込。ま

たは往復はがきの往信欄に「住所、

保護者とお子さんの名前、お子さ

んの年齢、電話番号」、返信欄に「住

所、保護者名」を記入のうえ郵送

　　〒722-0041　尾道市防地町26-24

　北久保児童館（☎0848-20-7192）

尾道市文化財愛護少年団

親子ワークショップ

古寺めぐり
〜尾道のおたからを見つけよう

　古寺めぐりを通して自慢できる

尾道の「おたから」を探し、尾道の「お

たからマップ」を作ります。

日時　１月30日（土）9：00〜16：00

集合場所　おのみち生涯学習センター

対象　市内小・中学生とその家族

申込方法　１月20日（水）までに各

学校に配布している申込書を提

出または文化振興課に電話申込

　　文化振興課（☎0848-25-7312）

国際交流日帰り温泉バスツアー
湯田温泉　ミニ会席付き

日時　２月７日(日）７：15〜

集合場所　因島勤労青少年ホーム

対象　市内在住または勤務している人

定員　先着40人（うち20人外国人を含む）

参加費　2,000円（利連協未加入の

人は別途500円必要）

申込期限　１月26日（火）

　　因島勤労青少年ホーム

　（☎0845-24-1228／水曜休館）

“明石焼体験とスウェーデン家
具のイケアとマリンピア神戸”
日帰りバスツアー

　神戸話題のテーマスポットへ、交

流を深めに出かけませんか。

日時　２月７日（日）６：30〜21：20

コース　出発：東尾道駅６：30〜尾

道駅６：50〜尾道ホーム７：10〜【明

石焼体験とたこ飯定食たこ壷亭】【シ

ョッピングIKEA】【三井アウトレ

ットモールマリンピア神戸】〜帰着：

尾道ホーム20：40〜尾道駅21：00

〜東尾道駅21：20

対象　市内在住または勤務先のあ

る15歳〜35歳未満の人

定員　45人

参加費　ホーム会員3,000円、会員

外は登録が必要（登録料200円）

申込方法　２月３日（水）までに、参

加費を添えて申込

　　尾道勤労青少年ホーム

　（☎0848-22-5396／13：00〜21：00

／土・日・祝日休館）

しまなみコットンロード推進協議会

立花ものづくり体験
「フレーム織り」

　卓上織り機でコースターを織り

ます。

日時　１月17日（日）10：00〜15：00

場所　立花自然活用村

対象　小学生以上

定員　先着15人（要事前申込）

参加費　2,000円

　　立花テキスタイル研究所

　（☎0848-45-2319）

因島商工会議所

■Ｊ‐ＳａａＳ普及研修会「Ｓａａ

Ｓで実現するIT経営体験研修〜Ｉ

Ｔは買う時代から借りる時代へ〜」

日時　１月21日（木）14：00〜17：00

講師　島原芳彦さん（ＰＣエスコー

ト広島北教室代表）

■経営安定セミナー「2010年大予

測　銀行の融資姿勢はこうなる！

〜これからの金融機関と上手に

付き合う方法〜」

日時　１月27日（水）13：30〜16：30

講師　上田真一さん（上田経営コン

サルティング事務所代表）

受講料　会員無料、非会員3,000円

■新春経済講演会

　「2010年の経済見通し」

日時　２月５日（金）13：30〜15：00

講師　舛元正登さん（(財)ひろぎん

経済研究所理事）

受講料　会員無料、非会員3,000円

■オンラインショップセミナー「楽

天コンサルタントに聞く！オン

ラインショップの仕組みと仕掛け」

日時　２月17日（水）19：00〜21：00

講師　綱川正利さん（楽天(株)店舗

開発部）

【共通事項】

場所　因島商工会議所３階ホール

定員　いずれも先着50人

※詳しくはホームページをご覧ください。

　　因島商工会議所

　（☎0845-22-2211　0845-22-6033）

　http://cci.in-no-shima.jp/
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広島県国際交流協会1月例会

日時　１月17日（日）13：00〜16：00

歌　イッツ・ナウ・オア・ネバー

ディスカッション　民主党の行政

刷新について

講演　西から東へそして西へ世界

一周100日間

講師　リア・クロッカーさん

　松浦宅ラウンジ（☎0848-37-3518）

http://www.geocities.jp/matsuuras2000/

第７回五色百人一首しまなみ大会

日時　２月21日（日）９：20〜12：00

場所　中庄公民館

対象　県内在住の小学生

持参物　名札、筆記用具、靴を入れる袋

競技方法　競技の部・桃・緑色（一人

対一人の対戦形式）、ちらしどり

の部（チームに分かれて大型布か

るたのちらしどり）

申込方法　２月13日（土）までに「①

名前②学年③学校名④申込代表

者と連絡先」を記入のうえ、郵送

またはＦＡＸ、Ｅメールで申込

　　〒722-2211　尾道市因島中庄町

3303-8　田頭満智

　（☎・　0845-24-3261）

　michyu88@yahoo.co.jp

県立福山少年自然の家

■第５回里山夢体験

期間　１月29日（金）〜31日（日）

内容　不登校や悩みを抱える児童

生徒を対象にした体験活動

対象　小学１年生〜中学生

定員　30人　料金　3,800円程度

申込期限　１月22日（金）

■自然のおいしさ探険隊

期間　２月20日（土）〜21日（日）

対象　小学３年生〜中学生

定員　30人　料金　4,500円

申込期限　１月20日（水）

■意欲を育む自然体験推進フォーラム

日にち　２月17日（水）

内容　不登校や悩みを抱える児童

生徒を対象にした体験活動の報

告等

対象　保護者・教職員・一般

定員　100人

　　県立福山少年自然の家

　（☎084-935-7166）

先着20組

若干名

若干名

①２／26（金）、③３／26（金）10：00〜11：30
②３／12（金）13：30〜15：00

ぷりままタイム
〜いつまでも素敵なママでいたい〜

あかちゃんとリラックス！
〜タッチケア〜

なし
節分行事
〜鬼はそと・福はうち〜

２／３（水）
10：00〜11：00

不要

不要

２／１〜

２／５〜

０歳〜未就園のお子さんと保護者。センターにやってきた
鬼を退治して、福を呼び込もう。豆入れバックを作ります。

なしみかんちゃんとリトミック
①１／22（金）
②２／17（水）10：00〜10：30

①１歳半〜未就園のお子さんと保護者
②１歳半までのお子さんと保護者。講師：村上清美さん

会員登録制の３回講座（全講座参加できる人）①育児Ｑ＆
Ａ②子どものけが・病気③離乳食・食育ほか。「あかちゃん
とリラックス！」の講座に参加したお子さんと保護者

先着20組

先着20組

子育て支援講座
「子どものやる気を大事に育てよう」

毎日使う日用品の
安全ラインとは？

２／15（月）
10：00〜11：30

２／19（金）
10：00〜11：30

０歳〜未就園のお子さんと保護者。講師：寺田信さん

０歳〜未就園のお子さんと保護者。講師：山崎高広さん。毎日使っ
ている洗剤など日用品の安全性について分かりやすくお話します。

２／23（火）
10：00〜11：30

子育て支援課栄養士が相談に応じます。
ぱくぱくタイム
〜栄養相談〜

２／９（火）・25（木）
９：30〜11：00、11：00〜12：30

子どものこと、夫婦・家族間の気がかりなことについてソ
ーシャルワーカーが個別相談に応じます。初回優先・無料

スーパーの商品を触ったり、穴をあけたりした時の子ども
の気持ちと対処法を考えてみませんか？(託児あり）

こどもとママの
こころの相談

２／３（水）
10：00〜11：30

身体測定、絵本の読み聞かせ、ふれあいあそび、誕生
日会、子どものあそびについて。概ね８カ月〜１歳
６カ月のお子さんと保護者

子どもの発達に関することについて、発達相談員が
個別相談に応じます。

よちよちランド

２／８（月）９：30〜11：30、13：30〜15：30
２／22（月）13：30〜15：30子育て応援相談

1／22
９：30〜

２／１
９：30〜

受付中

受付中

受付中

先着10人
２／18（木）
10：00〜11：30

子育て支援講座
「お腹の中で何を考えていたの、教えて」

助産師（尾道市立市民病院）による胎内記憶の話。概
ね２カ月〜１歳のお子さんの保護者

２／２
９：30〜

先着20組
２／19（金）
13：30〜15：00

概ね2カ月〜寝返り前のお子さんと保護者、バスタ
オル2枚持参。先着15組

受付中若干名

受付中先着20組

２／23（火）概ね１歳以上児10：00〜11：00
２／24（水）概ね６カ月〜１歳未満児10：00〜11：00

子育て支援センターにある申込用紙にはがきを添えて直接申込（参加多数の場合は
抽選）※因島、瀬戸田地域の人は往復はがきでの申込可（往信欄に「講座名、希望日、
住所、保護者と子どもの名前、年齢、電話番号」を、返信欄に「住所、保護者名」を記入）

♪とんかち・うんぱっぱ♪
〜ミュージック・ケア〜

はいはいランド
（8グループ）

２／１
〜15

抽選25組

２／22（月）
10：00〜11：30

☎ 電話　 ファックス 電子メール ホームページ 申込・応募先 問い合わせ先

行事名 日　時 定　員 申　込 対象・持参物など

行事名 日　時 定　員 申　込 対象・持参物など

おのみち子育て支援センター（☎0848-37-2409）月〜金曜日（祝日除く）9：00〜17：00

いんのしま子育て支援センター（☎0845-22-1545）月〜金曜日(祝日除く）9：00〜12：00、13：00〜16：00
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消費生活 ファイル消費生活 ファイル相談相談 消費者を守る法律が強化されました
（Ｈ21.12.１　改正 特定商取引法＆割賦販売法 施行）

■消費生活に関するトラブル等について、
　気軽にご相談ください。
相談時間　９：00〜12：00、13：00〜17：00
　　　　　（土・日・祝日、年末年始を除く）
　尾道市消費生活センター
（市役所分庁舎２階　商工課内　☎0848-37-4848）

　改正法による主な変更点です。
（12月以降の契約からになります。）
○訪問販売など不意打ち的に契約させられた、商品や
サービスは原則すべてクーリング・オフ（無条件解約）
ができるようになります。（今までは指定商品・サー
ビスのみ対象でした。）

　ただし、次のような例外もあります。
・3,000円未満の商品やサービスを現金で支払った場合
・化粧品や健康食品などの消耗品を自ら開封して使用
した場合
　また、乗用自動車、葬儀などクーリング・オフが出来
ない商品等もあります。（クーリング・オフの方法や詳
しいことは、消費生活センターにお問い合わせください。）
○訪問販売で一度勧誘を断わられた商品やサービスは、
事業者は再度勧誘ができなくなります。

　ただし、未来永劫ではなく、「社会通念に照らして相
当と考えられる期間」です。また、「訪問販売お断り」
のステッカーを張っていても勧誘がある場合もあ
るので、油断せずにキッパリと断ることが大切です。
（電話勧誘販売は従来から再勧誘の禁止制度あり）

○布団や健康食品など、通常では到底使用できないよ
うな著しい量を買わされた場合、契約後１年間に限
り契約を解除することができます。

○訪問販売で高額な契約をして、その後ウソが判明し
た場合、契約自体はもちろん、支払いのために結ん
だクレジット契約が解除でき、すでに支払ったお金
も信販会社に直接請求できます。

（例：補助金が確実に受けられると言われ、太陽光発電
を契約したが補助金は受けられなかった場合）
　詳しくは、経済産業省ホームページ（消費生活安全
ガイド）より
　パンフレット「解決できます！悪質商法のこんなトラブル」
（http://www.no-trouble.jp/#1233126730025）

平成21年度尾道大学コンピュータ公開講座平成21年度尾道大学コンピュータ公開講座平成21年度尾道大学コンピュータ公開講座

〒722-8506　尾道市久山田町1600　尾道大学情報処理研究センター（☎0848-22-8311/内線408）

①Perlを用いたプログラミング講座

日時　２月６日（土）10：00〜16：00

担当　本田　治（経済情報学部講師）

内容　プログラミング言語Perlを用いた初心

者向けのプログラミング講座です。プ

ログラミングの基本やさまざまな命令

などを説明し、実際にプログラムを作

成します。これを繰り返しながら、最初

は文字列の表示、次に簡単な計算の実行、

というように段階を踏みながらより複

雑なプログラムの作成を目指します。

対象　市内在住である程度パソコンを操作できる人

場所　尾道大学Ｃ棟２階Ｃ３教室　定員　各30人（申込多数の場合は抽選）

申込方法　１月29日（金）までに、往復はがきの往信欄に「コンピュータ公開講座受講希望、希望講座の番号（ま

たは講座テーマ）、住所、名前、年齢」、返信欄に「返送先の宛名」を記入して郵送（一人につき１枚。必着）

※一人２講座の申込もできます。昼食は各自でご用意ください。駐車場は、大学駐車場裏門前をご利用ください。

②ビジネスゲーム入門―ベーカリーゲーム体験―

日時　２月11日（祝）10：00〜16：00

担当　有吉勇介（経済情報学部准教授）

内容　ビジネスシミュレーションゲームの入門編としてベ

ーカリーゲームを体験します。このビジネスゲームは、

企業の実務を知らない学生に企業経営を模擬体験さ

せることで、経営学関連の諸科目の理解を深めるため

に開発されたもので、現在全国の70以上の大学で利

用されています。この講座では、まずゲームの説明を

行い、それぞれのチームで作戦を立ててもらいます。

次にゲームを実際に動かし、最後にゲームの結果発表

と分析と解説を行います。

高齢者の権利をまもるために高齢者の権利をまもるために

【①②共通事項】



25広報おのみち・平成22年１月

平成21年度尾道大学コンピュータ公開講座平成21年度尾道大学コンピュータ公開講座 2010ミス尾道募集
募集人員　２人

仕事内容　市内外で開催するイベント・キャンペーン

やテレビ・ラジオ等でのＰＲ活動およびアシスタント。

その他尾道の観光に関すること。

待遇　制服（帽子・スーツ・靴・バッグなど）を支給。１回

（１日）の仕事につき8,000円の報酬を支給

※任期終了後、謝礼として15万円分の商品券または旅

行券を進呈。記念品（尾道市・尾道市議会・尾道商工会

議所・(社)尾道観光協会）を進呈

任期　第67回尾道みなと祭（４月24日・25日）から来年

の尾道みなと祭までの期間

応募資格　４月１日現在で18歳以上の女性（高校生を

除く）で、市内在住または勤務・在学している人。年間

30回程度（平日も含む）の仕事に従事でき、勤務・学業

に支障のない人（就業者は勤務先の了承を得てくださ

い。）モデル等の専属契約をしていない人。また、他の

ミスやキャンペーンレディとして活動していない人

応募方法　２月12日（金）までに、所定の応募用紙に写

真を添付のうえ、持参または郵送で応募。応募書類一

式は返却しません。

※応募用紙は尾道港祭協会事務局（観光課内）等で配布の

ほか、尾道みなと祭公式ホームページからも印刷可

選考　一次：２月17日（水）　書類選考

　　　二次：３月７日（日）　平服による面接（非公開）

その他　二次選考会出席者と選ばれた2010ミス尾道

の推薦者に記念品を進呈。書類記載内容に偽りがあ

った場合は、選任後でも決定を取り消す場合があり

ます。提出された個人情報は、本事業の目的以外では

使用しません。

　　〒722-8501　尾道市久保一丁目15-1

　観光課内　尾道港祭協会

　（☎0848-25-7184　0848-25-7293）

　http://www.onomichi-matsuri.jp

　虐待というと、手をあげるなど暴力行為の「身体的虐待」
が思い浮かびますが、虐待に当たる行為はそれだけでは
ありません。脅しや侮辱的な言葉、威圧的な態度、無視な
ど精神的に苦痛を与える「心理的虐待」や、本人との合意
なく性的な行為を強要する「性的虐待」、意図的であるか
ないかにかかわらず、介護や世話を放棄する「ネグレク
ト（介護・世話の放棄）」、本人の合意なしに財産や金銭を
使用したり、理由なく金銭の使用を制限したりする「経
済的虐待」があります。
○ネグレクト（介護・世話の放棄）とは
・食事を与えない
・入浴させない
・劣悪な住環境で生活させる
・必要な介護をせずほったらかしにする
○経済的虐待とは
・日常的に必要な金銭を渡さない（使わせない）
・本人の年金や預金を取り上げ、勝手に使ってしまう

　平成20年度の厚生労働省の調査では、「身体的虐待」
が最も多かったものの、「ネグレクト」は27％、「経済的
虐待」も25.7％と高い割合となっています。また、虐待を
受けている高齢者のうち、認知症の症状がある人は約
60％を占めています。このように高齢者虐待が起きる
背景には、「介護疲れ」「認知症」「経済的困窮」「高齢者本
人と虐待する側の人間関係」などさまざまな要因が考え
られ、問題をいっそう複雑にしています。
　現在、認知症高齢者など判断能力が十分でない人の権
利や財産を守るための公的なしくみとして「成年後見制
度」があります。次号からは、その「成年後見制度」につい
てご紹介します。

問い合わせ先
尾道市地域包括支援センター　　　（☎0848-20-7371）
尾道市北部地域包括支援センター　（☎0848-76-2495）
尾道市西部地域包括支援センター　（☎0848-21-1262）
尾道市東部地域包括支援センター　（☎0848-56-0345）
尾道市向島地域包括支援センター　（☎0848-41-9240）
尾道市南部地域包括支援センター　（☎0845-24-1248）
南部地域包括支援センター瀬戸田支所（☎0845-27-3847）

高齢者の権利をまもるために高齢者の権利をまもるために高齢者の権利をまもるために２

高齢者に対して、こんな思い込みや
ふるまいをしていませんか？

　尾道港祭協会では、尾道の魅力を多くの人に紹介したい
「ミス尾道」を募集します。
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　国民年金制度は、老後や不慮の事故に対しての生活
保障を目的とした制度で、日本国内に住所がある20歳
以上60歳未満の人は全員加入しなければなりません。
Ｑ　加入手続きはどうするのですか。
Ａ　20歳の誕生日が近づくと、日本年金機構から国民
年金加入の案内が送られます。学生・自営業者・フリ
ーターなどの人は、誕生日の月末までに「資格取得届」
を市役所か最寄りの支所へ提出してください。

※すでに就職し、厚生年金や共済組合に加入している
人は、｢年金加入状況回答票｣に記入し、返送してくだ
さい。また、結婚し厚生年金や共済組合に加入して
いる配偶者に扶養されている人は、配偶者が勤務す
る事業所へ国民年金第３号被保険者の加入手続き
をしてください。

Ｑ　収入が少ないので、保険料を納めることが困難で
す。

Ａ　「学生納付特例制度」や「若年者納付猶予制度」が
あります。市役所か最寄りの支所で申請の手続きを
してください。

【学生納付特例制度】学生で、本人の前年所得が一定以
下（扶養者なしの場合118万円）のとき、保険料の納

付が猶予される制度です。
申請に必要なもの　①学生であることを証明できる
もの（学生証・在学証明書など）②年金手帳（持って
いる人）③印鑑（代理人が手続きする場合）

【若年者納付猶予制度】学生以外の20歳から30歳未満
の人で、本人および配偶者の前年所得が一定以下（扶
養者なしの場合57万円）のとき、保険料の納付が猶
予される制度です。

申請に必要なもの　①年金手帳（持っている人）②印
鑑（代理人が手続きする場合）

※両制度とも将来年金を受けるために必要な資格期
間（保険料を納めた期間および免除承認期間等合わ
せて25年）には算入されますが、年金額へは反映さ
れません。この間の保険料は10年以内であればさか
のぼって納付（追納）することができます。（２年を
過ぎると当時の保険料に加算額がつきます。）

Ｑ　保険料を納めないとどうなるのですか。
Ａ　年金を受けるのに必要な資格期間を満たせなく
なって受給できなかったり、将来受け取る年金額が
少なくなります。また、病気やケガで障害が残った
ときや死亡したときに、障害基礎年金や遺族基礎年
金が受けられないこともあります。

　保険年金課年金係（☎0848-25-7107）

20歳がスタート　国民年金20歳がスタート　国民年金20歳がスタート　国民年金
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A
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A
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平成22年度尾道市公民館
団体登録利用申請
平成22年度尾道市公民館
団体登録利用申請
平成22年度尾道市公民館
団体登録利用申請

高齢者の所得税等の障害者控除高齢者の所得税等の障害者控除高齢者の所得税等の障害者控除

家族介護者慰労事業家族介護者慰労事業家族介護者慰労事業

コミュニケーションＵＰセミナーコミュニケーションＵＰセミナー
就職・仕事に役立つセミナー就職・仕事に役立つセミナー

〜社内の人間関係を円滑にする〜〜社内の人間関係を円滑にする〜

尾道緊急就職面接会尾道緊急就職面接会

尾道地域企業合同求人説明会参加企業募集
〜福祉の職場説明会（尾道会場）も同時開催〜

尾道地域企業合同求人説明会参加企業募集
〜福祉の職場説明会（尾道会場）も同時開催〜

　市では、公民館を広く市民の皆さんに開放し、生涯

学習（まちづくり）の拠点施設として、公民館の円滑

な運営のために、公民館団体登録利用制度を設けて

います。

　平成22年度、市内の公民館を毎月定期的に学習活

動や集会に利用を希望する団体やサークルは、各公

民館へ利用申請手続きをしてください。

受付期間　１月27日（水）〜2月17日（水）

■団体登録利用申請説明会（旧尾道地区の公民館）

日時　１月26日（火）①10：00〜②13：30〜

※どちらかへ代表者がご出席ください。

場所　公会堂別館4階40号室

　中央公民館（☎0848-44-0683）

※御調・向島・因島・瀬戸田地区の公民館については、

各公民館へ直接お問い合わせください。

　精神や身体に障害のある（要介護認定者を含む）

65歳以上の人で、身体障害者手帳などを持っていな

い場合でも、その程度が身体・知的障害者認定基準に

準じていれば、市長の認定により所得税や住民税の

障害者控除を受けることができます。

※要介護認定を受けていない場合は、診断書が必要です。

　高齢者を在宅で介護している家族への支援策とし

て、対象者に慰労金を交付（年度において１回）します。

該当する場合は、お問い合わせください。

対象　次の条件すべてを満たす介護者

①市民税非課税世帯である

②介護保険の要介護４または５の認定を受けた高齢

者を、過去１年間介護保険サービスを利用せず、現

に在宅で介護している同居の家族である

③要介護者が過去１年間で概ね３カ月以上の長期入

院をしていない

　高齢者福祉課（☎0848-25-7137）
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20歳がスタート　国民年金20歳がスタート　国民年金

◆一日若者しごと館
場　所　ハローワーク尾道会議室（12：00〜17：00）
　　　　尾道勤労青少年ホーム（18：00〜21：00）
対　象　仕事や就職に関して不安や悩みを持つ若者
内　容　キャリア・コンサルティングや職業

適性診断など
※予約してからの来所をお勧めします。
　　商工課（☎0848-25-7182）
※尾道勤労青少年ホームでの相談（夜間）希望は、
ホーム（☎0848-22-5396）でも予約が可能です。

◆求人情報コーナー
場　所　因島総合支所３階ロビー
内　容　⑴求人情報誌の配布・閲覧⑵ハローワ

ークインターネットサービス（インタ
ーネットでの求人情報）の閲覧等

※便利にご利用いただくために、ハローワーク
での求職登録をお勧めします。

　因島総合支所産業振興課（☎0845-26-6212）
商工課（☎0848-25-7182）

◆因島一日職業相談会
場　所　因島商工会議所３階ホール
内　容　ハローワーク職員による職業相談と

職業紹介
　ハローワーク尾道（☎0848-23-8609）

◆就職支援セミナー
場　所　⑴ハローワーク尾道（月３回）
　　　　⑵因島商工会議所（月１回）
内　容　求職活動スタートコース、応募書類作

成コース、面接対策・実践コースなど
　ハローワーク尾道（☎0848-23-8609）

就職応援します

原則火曜日
12：00〜17：00
18：00〜21：00
（祝日を除く）

月〜金曜日
８：30〜17：15
（祝日を除く）

１月20日（水）
10：00〜15：00

開催日時など
詳しくはお問い
合わせください。

平成22年度尾道市公民館
団体登録利用申請
平成22年度尾道市公民館
団体登録利用申請

高齢者の所得税等の障害者控除高齢者の所得税等の障害者控除

家族介護者慰労事業家族介護者慰労事業

コミュニケーションＵＰセミナーコミュニケーションＵＰセミナーコミュニケーションＵＰセミナー
就職・仕事に役立つセミナー就職・仕事に役立つセミナー就職・仕事に役立つセミナー

〜社内の人間関係を円滑にする〜〜社内の人間関係を円滑にする〜〜社内の人間関係を円滑にする〜

尾道緊急就職面接会尾道緊急就職面接会尾道緊急就職面接会

尾道地域企業合同求人説明会参加企業募集
〜福祉の職場説明会（尾道会場）も同時開催〜

尾道地域企業合同求人説明会参加企業募集
〜福祉の職場説明会（尾道会場）も同時開催〜

尾道地域企業合同求人説明会参加企業募集
〜福祉の職場説明会（尾道会場）も同時開催〜

尾道商業会議所記念館広場でフリーマーケット

日時　１月26日（火）18:30〜20:00
場所　尾道勤労青少年ホーム
内容　「自分のコミュニケーション力を知る」　
　「なぜコミュニケーションは難しいの？」
　「ちょっと工夫するだけでこんなに変わる！」
定員　先着15人　費用　無料
　　商工課（☎0848-25-7182）
　尾道勤労青少年ホーム（☎0848-22-5396）

日時　２月３日（水）13:30〜16:00
場所　公会堂別館４階40号室
対象　すべての就職希望者（現在就職活動中の
大学4年生や高校３年生等も含む）
※参加企業は10社程度予定。当日は履歴書を持
参してください。
　商工課（☎0848-25-7182）
　ハローワーク尾道（☎0848-23-8609）

日時　１月23日（土）９：00〜15：00

　元気のでる会（増田　☎090-1333-1855）

日時　第１回：３月５日（金）13：30〜16：00（セミナー開始12：30〜）

　　　第２回：５月11日（火）（予定）

場所　びんご運動公園健康スポーツセンターメインア

リーナ（駐車場有り）

内容　求職者と参加企業採用担当者との求人説明会

対象　すべての就職希望者（来春大学等新卒予定者・中途

就職希望者など）、新卒・中途求人を予定している事業所

申込方法　事業所は２月10日（水）までに申込

参加費　無料

※詳しくは、協議会ホームページをご確認ください。

　　尾道市ふる里就職促進協議会事務局

　（商工課内　☎0848-25-7182）

　http://www.bbbn.jp/~furusato

求人を予定している事業所の皆さんはぜひご参加ください。
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(☎0848-23-2281）

時　間　9：00〜17：00（入館は16：30まで）
休館日　月曜日（祝日は開館）

(☎0848-76-2888）

■常設展!
◇開催中、３月28日（日）まで
観覧料　大人400円、高校生300円、中学生以下と市内在住の

70歳以上（※年齢を証明できるものを提示）は無料

(☎0848-20-1218）

■奥山民枝油彩画展「いのちを描く」
◇１月16日（土）〜５月５日（祝）
観覧料　大人700円、中学・高校・大学生300円、小学生以下無料

(☎0845-27-0800）

■冬季常設展2009
◇開催中、３月14日（日）まで
観覧料　大人1,200円、高校生700円、中学生以下無料

(☎0845-27-3800）

■正月特別展「シルクロード 西へ東へ」
◇開催中、２月28日（日）まで
観覧料　大人800円、高校・大学生400円
　　　　小・中学生200円（市内小・中学生無料）
※半世紀ぶりに米国から戻ってきた「漁夫」を追悼展示します。

(☎0848-20-7831）

■「四角部屋」尾道大学大学院美術研究科油画１年生進級作品展
◇１月21日（木）〜２月７日（日）　　
観覧料　無料　※小林和作常設展を同時開催

時　間　9：00〜17：00（入館は16：30まで）
休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）

(☎0845-24-3715）

■特別展「よみがえる本因坊秀策」
◇開催中、３月31日（水）まで
観覧料　大人300円、中学生以下無料

時　間　10：00〜17：00（入館は16：30まで）
休館日　火曜日（祝日は開館）

時　間　9：00〜17：00（入館は16：30まで）
休館日　無休

時　間　9：00〜17：30（入館は17：00まで）
休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）

時　間　9：00〜17：00（入館は16：30まで）
休館日　無休

時　間　10：00〜18：00
休館日　火・水曜日（祝日は開館）

■尾道佛教美術の世界［併設］所蔵名品展
◇開催中、１月31日（日）まで
観覧料　大人500円、高校・大学生300円、中学生以下無料

■当館学芸員による列品解説

日時　１月24日（日）14：00〜14：30

対象　一般（参加無料・申込不要。観覧料が必要）

　市立美術館（☎0848-23-2281）

■尾道大学美術学科卒業制作展・大学院美術研究科修了制作展

展示期間（入館無料）

卒業制作展　２月５日（金）〜11日（祝）

修了制作展　２月13日（土）〜17日（水）

　時間　９：00〜17：00（入館は16：30まで。会期中無休）

ギャラリートーク（入館無料）　　

　卒業制作展　２月６日（土）・７日（日）14：00〜

　修了制作展　２月13日（土）・14日（日）14：00〜

　尾道大学（☎0848-22-8311）

おのみち市民大学

市立美術館の催し

■館長による作品解説
日時　１月24日（日）13：30〜14：30
※観覧料が必要
　平山郁夫美術館(☎0845‐27‐3800）

平山郁夫美術館の催し

親子講座−映画上映−

日にち　２月28日（日）

場　所　しまなみ交流館ホール

対　象　どなたでも

定　員　690人

上映時間

第１回　10：30〜12：00

第２回　13：00〜14：30

第３回　15：30〜17：00

入場料（当日）

�※（　）は特別割引券をご利用の場合、［　］は団体割引

　（10人以上、特別割引券の併用不可）の金額です。

特別割引券配布場所（１月中旬から配布）

�市役所１階ロビー、各支所、しまなみ交流館観光情報

コーナー、図書館、生涯学習課、中央公民館、おのみち

生涯学習センター、啓文社、総合福祉センターほか

生涯学習課人づくり推進係（☎0848-20-7444）

1,800円（1,500円）［1,300円］

1,500円（1,300円）［1,300円］

1,000円（  800円）［　800円］

1,000円

一    般

学生・高校生

３歳〜中学生

6 0 歳 以 上

©2009りんたろう・マッドハウス/
「よなよなペンギン」フィルムパートナーズ・DFP
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【場　所】　本庁市民課、因島市民生活課
【業　務】　住民票・印鑑証明書・戸籍証明書・パスポート受取等
　　　　　（※住所変更、パスポートの申請等はできません。）
　市民課（☎0848-25-7102）因島総合支所市民生活課（☎0845-26-6208）

毎週金曜日は午後７時まで市民課関係業務を行っています

尾道市内の交通事故（12月20日現在）

納期限＝２/１（月）

２月の交通事故統計情報

平成21年

件数

646

721

８

８

783

851

　

死者 負傷者

昨　　年

県下一斉警戒日 13日（土）

27日（土）

（尾道・因島警察署管内）

東部ブロック警戒日

今月の納税等

市県民税
国民健康保険料
介護保険料

後期高齢者医療保険料

じこがないそんなまいにちうれしいな

�秘書広報課広報広聴係（☎0848-25-7395）

■英語対応（ビザ、在留資格、市役所手続ほか）
◇２月９日（火）13：00〜14：30
※申請取次行政書士が対応

■ポルトガル語対応（日常生活に関する相談）

◇火曜　10：00〜12：00（祝日を除く）
※専門相談員が対応

外国人相談（場所：尾道市役所）

２月相談案内相談案内
相談時間/13：00〜16：00

人権相談

いじめや体罰、差別、家庭内の問題、
近隣のもめごとなどの人権問題

３日（水）
12日（金）
15日（月）
22日（月）
23日（火）

みつぎいこい会館
因島総合支所
向島支所
尾道市役所
瀬戸田支所

行政相談

国や特殊法人に対する意見、要望

３日（水）
４日（木）
８日（月）
12日（金）

みつぎいこい会館
因島総合支所
尾道市役所
瀬戸田支所

※行政相談委員が対応

※人権擁護委員が対応

�　秘書広報課広報広聴係
　　（☎0848-25-7395）

司法書士相談（要予約）
土地・建物の登記（相続、贈与、売買など）、
会社の登記ほか

９日（火）
15日（月）
17日（水）
18日（木）

向島支所
尾道市役所
因島総合支所
瀬戸田支所

登記相談
土地・建物の登記、会社の登記

12日（金）因島総合支所

弁護士相談（要予約）
法律相談全般

（※受付は１月19日から。先着順）
１日（月）
３日（水）
18日（木）

尾道市役所
向島支所
因島総合支所

表紙は、尾道大学生がデザインしています。

    

「あなたの力を尾道市消防団でためしてみませんか」
　安全で安心して暮らせる、かけがえのない私たちのまちづくりに、
あなたの参加を待っています。
　消防局警防課消防係（☎0848-55-0119）

消防団員募集消防団員募集

防災情報は

※法務局職員が対応

あけましておめでとうございます。

2010年新しい年を迎え、また気持ちを

新たにスタートさせていこうと思っています。

これからも広報おのみちの表紙デザインを

楽しみしていてください。

最後に、皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し

上げます。

尾道大学芸術文化学部美術学科４年
デザイン専攻
藤村　佳澄
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第５回高校生絵のまち尾道四季展 尾道賞決定

「冬の陽」　河内 華月
県立柳井高等学校（山口県）

「不朽の光」　坪野　愛
県立柳井高等学校（山口県）

「初夏」　清L 美樹
県立八幡中央高等学校（福岡県）

「鍛治屋へ続く」　藤原 由佳理
県立三次高等学校（広島県）

「漁具のひなたぼっこ」　荒光　茜
県立呉三津田高等学校（広島県）

「坂道」　湯根 千晴
前橋市立前橋高等学校（群馬県）

「染まる日常風景」　稲次 祥治
県立西条農業高等学校（広島県）

「時代の調和」　由永 雅子
福山暁の星女子高等学校（広島県）

「夢の尾道」　中本 順葉
広島市立安佐北高等学校（広島県）

第５回高校生絵のまち尾道四季展第５回高校生絵のまち尾道四季展
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尾道賞紙上展 全国18都府県67校より451点の応募があった中から、
尾道賞15点・秀作10点・入選130点が決定しました。（敬称略）

「間」　渡辺 智佳
県立広島観音高等学校（広島県）

「店番」　和田 恵莉
県立熊野高等学校（広島県）

「梶山時計店」　　本 芽以
県立広島高等学校（広島県）

「緑中の青」　中島 麻衣
県立安西高等学校（広島県）

「みちみちヒカリ」　串野 由季
県立福山明王台高等学校（広島県）

「沈黙の時」　山口 賢人
広島山陽学園山陽高等学校（広島県）

第５回高校生絵のまち尾道四季展第５回高校生絵のまち尾道四季展第５回高校生絵のまち尾道四季展（尾道賞・秀作・入選作品展）
期間　開催中、１月17日（日）まで　10：00〜17：00（ただし、尾道白樺美術館［尾道大学］は18：00まで開館）

場所　尾道白樺美術館［尾道大学］・尾道絵のまち館・ギャラリー都

※同会期中には、尾道市民センターむかいしまロビー・しまなみ交流館・市役所1階ロビー・新尾道駅市民ギ

ャラリーにて、過去の尾道賞作品の一部も展示しています。

※いずれも鑑賞無料

問い合わせ先　高校生絵のまち尾道四季展実行委員会事務局（市立美術館内　☎0848-23-2281）


