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　市内各センターで実施する４カ
月児・１歳６カ月児・３歳児健康診
査については、個別通知します。健
診日の１週間前までに通知がない
場合は、ご連絡ください。

◇第２・４水曜日�※検査無料

献血献血

ラヴィオラ尾道

因島勤労青少年ホーム

中庄公民館

尾道市民センターむかいしま

尾道サティ

日にち 場　所 受付時間

10：00〜11：30

12：30〜15：30

11：30〜13：30

14：30〜16：30

13：00〜15：30

10：00〜12：30

13：30〜15：30

2／19（金）

３／２（火）

３／５（金）

３／６（土）

問い合わせ先　尾道市公衆衛生推進協議会
（☎0848‐24‐1177）

広島県東部保健所保健課
（☎0848-25-2011）

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査

◇第３火曜日　13：30〜15：30
内　容　生活・栄養・歯科相談
持参物　お子さんの場合母子健康手帳

アレルギー疾患相談

◇第２・４水曜日
※検査無料・匿名受付。電話相談は随時

ＨＩＶ抗体検査と相談

◇２月17日（水）、３月10日（水）13：30〜15：30
相談医　精神科病院専門医師

精神保健福祉相談

場所・予約・問い合わせ先

御調地域での健診・相談など

☎0848‐76‐2235

※場所はいずれも御調保健福祉センター

●母子健康手帳を交付します
時　間　８：30〜12：00、13：00〜17：00
　　　　　（土・日・祝日を除く）
場　所　健康推進課（総合福祉センター
１階）、子育て支援課、因島保健センター、
因島総合支所、各支所（向島・浦崎・向東・
百島）、御調保健福祉センター、瀬戸田
福祉保健センター

●健康手帳を使って健康づくりを！
　健康診査の結果や血圧・体重などの健康
記録が記入できる手帳です。希望者には下
記の場所で配布します。
対　象　40歳以上の市民
場　所　健康推進課、因島保健センター、
御調保健福祉センター、瀬戸田福祉保健
センター、向島支所

尾道地域（向島を含む）での健診・相談など

☎0848‐24‐1960
　0848‐24‐1966

健康推進課

kenko@city.onomichi.hiroshima.jp 因島地区
※場所の記載がない場合は、いずれも
因島保健センター

●１歳６カ月健康診査（個別通知あり)
◇２月18日（木）
対　象　平成20年６月12日〜７月19日生まれ
◇３月４日（木）
対　象　平成20年７月20日〜８月31日生まれ
●３歳児健康診査（個別通知あり）
◇２月25日（木）
対　象　平成18年８月９日〜９月28日生まれ
◇３月11日（木）
対　象　平成18年９月29日〜10月31日生まれ
●遊びの広場
◇２月23日（火）９：30〜11：30
対　象　乳幼児とその保護者
持参物　おやつ、飲み物など
●乳幼児健康相談（遊びの広場併設）
◇２月23日（火）受付９：30〜10：30
持参物　母子健康手帳
●遊びの広場パート2
◇３月12日（金）９：30〜11：30
場　所　大浜公民館
対　象　乳幼児とその保護者
持参物　おやつ、飲み物など
●こころの相談（１週間前までに要申込）
◇２月26日（金）13:30〜16:30
担　当　大畠静香さん
　　　　（小泉病院精神保健福祉士）
※相談希望者に応じて場所を変更

瀬戸田地区
※場所はいずれも瀬戸田福祉保健センター

●４カ月児健康診査（個別通知あり）
◇３月12日（金）
対　象　平成21年10月〜11月生まれ
●乳幼児健康相談
◇２月24日（水）受付10：00〜11：00
持参物　母子健康手帳
●健康相談
◇２月24日（水）10：00〜11：30
内　容　骨密度・体脂肪・血圧・身体測定、

尿検査（蛋白・糖・潜血など）、
保健師・栄養士個別指導相談

●パパ☆ママ準備スクール（要申込）
◇３月９日（火）９：45〜12：15
対　象　妊婦・夫・その家族
内　容　妊娠中の生活について、歯の衛

生と相談、妊婦さん同士の交流
持参物　母子健康手帳、筆記用具

●１歳６カ月健康診査（個別通知あり)
◇３月２日（火）受付13：30〜14：30
対　象　平成20年６月〜９月生まれ
持参物　母子健康手帳、尿、診査票等

●４カ月児健康診査（個別通知あり）
◇２月24日（水）・25日（木）
対　象　平成21年10月生まれ
場　所　総合福祉センター
●１歳６カ月健康診査（個別通知あり）
◇２月17日（水）・18日（木）
対　象　平成20年７月生まれ
◇３月10日（水）・11日（木）
対　象　平成20年８月生まれ
場　所　総合福祉センター
●３歳児健康診査（個別通知あり）
◇３月３日（水）・４日（木）
対　象　平成18年10月生まれ
場　所　総合福祉センター
●乳幼児健康相談
◇３月５日（金）受付10：00〜11：00
場　所　浦崎公民館
◇３月８日（月）
　受付９：30〜10：30、13：30〜14：30
場　所　総合福祉センター
対　象　１歳３カ月までの乳幼児
持参物　母子健康手帳
●パパ☆ママ準備スクール
　〜パート２〜（要申込）
◇３月２日（火）
　９：45〜12：15（受付９：30〜）
対　象　妊婦・夫・その家族
場　所　総合福祉センター
内　容　すこやか赤ちゃん編〜沐浴

の方法、産後の生活、保健事業・
赤ちゃん・母乳に関すること
などについての話（定員20人）

申込期限　２月26日（金）
持参物　母子健康手帳、筆記用具
※希望者には骨密度測定あり
●離乳食講習会（要申込）
◇２月22日（月）、３月15日（月）
　10：30〜12：15（受付10：10〜）
対　象　乳児の家族
場　所　総合福祉センター
持参物　母子健康手帳、筆記用具、エ

プロン、マスク、三角布
※簡単な調理実習、保育あり（定員18人）
●心の相談（１週間前までに要申込）
◇２月22日（月）、３月９日（火）
　13：30〜16：30
場　所　総合福祉センター
担　当　精神保健カウンセラー
●成人健康相談
◇２月26日（金）受付９：30〜11：00
場　所　尾道市民センターむかいしま
◇３月１日（月）受付９：30〜11：00
場　所　総合福祉センター
内　容　血圧・体脂肪・骨密度測定、生活

習慣病予防・健康づくりのため
の運動実践相談、栄養相談

持参物　血圧手帳、健康手帳

因島・瀬戸田地域での健診・相談など

☎0845‐22‐0123因島保健センター

御調保健福祉センター

広島県東部保健所での相談（要申込）
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月　日 内科系 小児科系 外　　科 歯　　科

２月21日

28日

３月７日

14日

※市外局番はいずれも「0848」です。
※変更になることがありますので、当番医または尾道市消防局（☎0848-55-0119）へ受診前に電話でご確認ください。
※因島地区については、「因島医師会病院（因島中庄町　☎0845-24-1210）」がすべての休日に対応します。
※瀬戸田地区については、お知らせカレンダーをご参照ください。

●２歳児健康診査
◇３月９日（火）受付13：30〜14：45
対　象　平成19年10月〜平成20年３

月生まれ
持参物　母子健康手帳、診査票等
●こころの健康相談（要申込）
◇２月26日（金）13：30〜15：30
対　象　心の悩みのある人またはその家族
※臨床心理士・保健師が対応

パーキンソン病教室

新型インフルエンザ予防接種

内臓脂肪撃退講座～メタボ予防大作戦～ 

日時　３月11日（木）13：30〜15：00
場所　市立市民病院新館４階大会議室
内容
①パーキンソン病の言語療法・嚥下訓練
　講師　東山寛隆さん
　（市立市民病院言語聴覚士）
②パーキンソン病治療ハンディマニュアル
　講師　山脇泰秀さん
　（市立市民病院副院長）
対象　パーキンソン病患者とその家族等
問い合わせ先　広島県東部保健所
保健課（☎0848-25-2011）

発達支援講演会
発達障害児者の理解と支援について
　発達障害児者への支援は、それぞ
れライフステージに応じた支援が大
切です。発達障害特化型支援機関の
相談支援活動の現場で活躍している
講師より、大人になるまでの必要な
支援方法を学習したいと思います。
日時　２月28日（日）13：30〜15：30
場所　総合福祉センター２階第１会議室
講師　水野敦之さん（佐賀県ＮＰＯ
法人それいゆ それいゆ西部地域
センターディレクター）
定員　80人
申込・問い合わせ先
　社会福祉課障害福祉係
　（☎0848-25-7124）
　尾道市障害者サポートセンター
　はな・はな（☎0848-29-5002）

　これまでの優先接種対象者に加え、健康な成人への接種が始まりました。
　接種できる医療機関は、広報おのみち11月号折込チラシや市・県の
ホームページでご確認ください。

【接種費用の助成制度】
●接種対象者（健康な成人を含む）のうち市民税非課税世帯・生活保護世
帯に属する人には接種費用の全額を、１歳から中学３年生までの人に
は接種費用の一部を助成します

　申請方法等、詳しくは広報おのみち１月号14頁または市ホームページ

をご覧ください。

※市民税非課税世帯・生活保護世帯の人は、事前の申請が必要です。

申請窓口　健康推進課（総合福祉センター１階）、市役所１階（高齢者福

祉課前ロビー）、各支所（御調支所を除く）、各地区保健センター

●助成対象者で、すでに接種済みの皆さんへ

　助成対象者で、すでに費用全額を支払って接種を受けた人には、申請

により助成額を支給します。（口座振込）

申請に必要なもの　領収書、接種済証の写しまたは母子健康手帳の記録、

印鑑、振込先が確認できるもの

申請窓口　健康推進課（総合福祉センター１階）、各地区保健センター、

向島支所、市役所１階（高齢者福祉課前ロビー）

※郵送による申請も受け付けます。（申請書は市ホームページからダウンロード可）

問い合わせ先　健康推進課（☎0848-24-1962）

【第１回】
日　時　３月３日（水）10：00〜13：00
場　所　御調保健福祉センター
内　容　メタボリックシンドロームに関する講義、調理実習
講　師　医師、管理栄養士ほか
持参物　エプロン、三角巾、米１合、材料費500円程度

【第２回】
日　時　３月15日（月）13：30〜15：30
場　所　みつぎいきいきセンター（御調保健福祉センター隣）
内　容　講義と運動実技指導
講　師　大背戸まりこさん（健康運動指導士）ほか
持参物　タオル、飲み物（水分補給用）、屋内シューズ
※動きやすい服装でお越しください。
対　象　メタボリックシンドロームに関心のある概ね70歳までの市民で、

２回とも参加できる人
申込期限　２月24日（水）　※先着15人
申込・問い合わせ先　御調保健福祉センター（☎0848-76-2235）

〔2回シリーズ〕

丸谷循環器科内科医院（内）
高須

長江１

向島

栗原

☎46-7755
藤 本 医 院（内・小）
栗原 ☎23-2424

古 島 整 形 外 科（外）
高須 ☎20-2222

板 阪 歯 科 医 院
高須 ☎55-0007

藤 田 内 科 医 院（内）
☎20-7133

宇根クリニック（小・内）
高須 ☎47-4111

坂上整形外科クリニック（外）
向東 ☎45-3800

井 上 歯 科 医 院
土堂１ ☎22-3588

山 本 医 院（内）
☎44-0308

板阪内科小児科医院（内・小）
西久保 ☎37-3803

くさか整形外科（外）
美ノ郷 ☎48-4870

岩 崎 歯 科 医 院
西御所 ☎22-4431

大 元 歯 科 医 院
尾崎本町 ☎37-3332

板阪整形外科クリニック（外）
高須 ☎56-0506

西 医 院（内・小）
手崎 ☎23-2437

正岡クリニック（内）
☎24-2411



14 広報おのみち・平成22年２月

家庭で不用になったパソコンは、資源として再利用されています

休日のごみ持込受付　対象物は、家庭からのごみです。きちんと分別して持ち込んでください。

清清 掃掃 事事 務務 所所
からのお知らせ

問い合わせ先

【旧尾道・御調・向島地区】

【因島地区（原・洲江含む）】

【瀬戸田地区】

清掃事務所

南部清掃事務所

南部清掃事務所瀬戸田分所

（☎0848-48-2900）

（☎0845-24-0432）

（☎0845-27-0454）

※向島クリーンセンター・因島リサイクルセンターは、休日のごみ持込を受け付けません。

施設名 日　　時 備　　考 問い合わせ先

尾道市クリーンセンター ２／28（日）８：30〜12：00 資源物・粗大ごみを含む

南部清掃事務所

瀬戸田名荷埋立処分地

２／28（日）８：30〜12：00

３／７（日）９：00〜12：00
13：00〜16：00

粗大・もやせないごみ（不燃）を含む

生ごみを除く

清掃事務所 （☎0848-48-2900）

南部清掃事務所

【３／５まで】南部清掃事務所瀬戸田分所

【当　　日】瀬戸田名荷埋立処分地

（☎0845-24-0432）

（☎0845-27-0454）

（☎0845-27-4810）

費用：400円、定員：10人
持参物：デニムのズボンまたはスカート

ジーンズでつくるエコバッグ
2／19（金）

10：15〜15：00

費用：無料、定員：10人、持参物：米のとぎ汁（活性液）
ＥＭボカシ・ＥＭ活性液講習会2／24（水）

13：30〜14：30

費用：300円、定員：10人、持参物：エプロン
トールペイント初心者コース2／24（水）

10：15〜12：00

費用：200円、定員：10人、持参物：ビニール手袋、エプロン
てんぷら油で石けんをつくろう３／５（金）

10：30〜12：00

費用：100円（イス）・実費（自転車）、定員：各５人
持参物：張り替え用布（イス）・修理用自転車（自転車）など

イスの布カバー張り替え・自転車かんたん修理教室
2／21（日）

13：30〜

費用：350円、持参物：裁縫道具
（リサイクル教室　御調・向島10：30〜、因島・瀬戸田13：15〜）

●トールペイント教室作品展＜２／18（木）〜28（日）＞●抽選会
●全館半額セール＜２／28（日）※一部対象外あり＞●先着100
人粗品進呈＜２／28（日）＞●フリーマーケット＜２／28（日）
10：00〜15：00※出店者募集〜１区画1,000円、募集店数17店＞

３／５（金）10：00〜15：00　道の駅クロスロードみつぎ
３／６（土）10：00〜15：00　尾道市民センターむかいしま
３／９（火）10：30〜15：00　因島総合支所前駐車場
３／10（水）10：30〜15：00　瀬戸田市民会館前駐車場

出張販売＆リサイクル教室「春の小物をつくろう」

オープン18周年記念イベント

内容：不用品の販売、再生自転車の販売、フリーマーケットなど
※準備のため３月13日（土）は休館します。
●家庭に眠っている不用品（衣類・日用贈答品・置物など）が
ありましたらご寄贈ください。

●フリーマーケット出店者募集（１区画1,000円、募集店数17店）

春のリサイクル市＜３／14（日）９：00～13：00＞

３／５（金）
３／６（土）
３／９（火）
３／10（水）

費用：350円、持参物：裁縫道具
（リサイクル教室　メイト・ええじゃん10：30〜、記念館13：30〜）
2／26（金）10：00〜12：00　ゆきひろメイト店
2／26（金）13：00〜15：00　尾道商業会議所記念館広場
2／27（土）９：00〜14：00　ええじゃん尾道

出張販売＆リサイクル教室
「布でおひな飾りをつくろう」

２／26（金）
２／27（土）

(☎0848-48-2212）10:00〜16:30／月・祝日休館
環境資源リサイクルセンター

　家庭で不用になったパソコンは、パソコンメーカーが回収し、再資源化します。回収の申込は、廃棄するパソ
コンのメーカーの受付窓口へご連絡ください。（ホームページからの申込もできます。）
　自治体・販売店等での回収・申込の受付は行っていません。

　ＰＣリサイクルマークの付いたパソコンは、新たな料金負担なしでメーカーが回収・
再資源化します。マークの付いていないパソコンは、回収再資源化料金が必要です。
対象機器　デスクトップパソコン本体、ノートブックパソコン、ＣＲＴディスプレイ、

ＣＲＴディスプレイ一体型パソコン、液晶ディスプレイ、液晶ディスプレ
イ一体型パソコン

※回収するメーカーがないパソコン（自作パソコン、倒産や事業撤退したメーカーのパソコンなど）は、パソコ
ン３Ｒ推進協会が有償で回収・再資源化します。
問い合わせ先　一般社団法人パソコン3Ｒ推進協会（☎03-5282-7685）　　http://www.pc3r.jp/

【プリンタ・スキャナーなどの処理は？】　一番長いところが50㎝以下のプリンタ・スキャナーなどの周辺機器
は「もやせないごみ」の日に出すことができます。（50㎝を超えるも
のは有料の粗大ごみです。）

第４回さくらカップ尾道ライフソフトバレーボール
交流会参加チーム募集
第４回さくらカップ尾道ライフソフトバレーボール
交流会参加チーム募集

尾道かもめ会 柔道・剣道教室会員募集尾道かもめ会 柔道・剣道教室会員募集

居合道会員募集居合道会員募集

しまなみ球場で応援しよう！しまなみ球場で応援しよう！

尾道市子ども会駅伝大会尾道市子ども会駅伝大会

費用：600円、定員：20人、持参物：ダンボール2個
ダンボールで生ごみを堆肥にしよう３／４（木）

13：30〜15：00
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※行事案内は予定のため、変更・中止されることがあります。

長者原スポーツセンター行事案内
（☎0848-48-5677）

県立びんご運動公園行事案内

（☎0848-48-5446）　http://www.bingo-undoukouen.jp

第１回市民カローリング大会

尾三地区ミニバスケットボール連盟冬季大会〜28日

ビーチボールバレー大会

2010尾道ジュニアバレーボール練習試合

ソシアルダンスパーティー

21日（日）

27日（土）

７日（日）

13日（土）

14日（日）

２月

３月

２月17日（水）

　 
20日（土）

　 27日（土）

　 

28日（日）

３月５日（金）

　 ６日（土）

　 
７日（日）

　
13日（土）

　

14日（日）

尾三地区３種トレセン交流会

第６回西日本クラブ９人制女子バレーボール大会〜21日

2010ＪＦＡプレミアムカップ〜21日

“応援しとうなる”プロジェクト「ファミリーベースボール」編

第19回ライオンズカップ尾道地区小学生バレーボール大会

第26回尾道市子ども会駅伝大会

第32回西日本軟式野球大会東部地区選考会、３月７日

尾道地域企業合同求人説明会

第７回広島県小学生学年別バドミントン大会

第11回サバイバルビーチボールバレー大会

スポーツダンス交流大会

第32回びんご地域官公庁卓球大会

プロ野球オープン戦 広島vsソフトバンク

第４回さくらカップ尾道ライフソフトバレーボール交流会

プログレスリーグ

福山市議長杯シングルス大会

第４回さくらカップ尾道ライフソフトバレーボール
交流会参加チーム募集
第４回さくらカップ尾道ライフソフトバレーボール
交流会参加チーム募集
第４回さくらカップ尾道ライフソフトバレーボール
交流会参加チーム募集

尾道かもめ会 柔道・剣道教室会員募集尾道かもめ会 柔道・剣道教室会員募集尾道かもめ会 柔道・剣道教室会員募集

日時　３月14日（日）９：00〜
場所　びんご運動公園メインアリーナ
種目　６人制・４人制ソフトバレーボール
申込期間　２月15日（月）〜26日（金）
申込・問い合わせ先　高橋（☎090-1180-5797）
　http://ww7.enjoy.ne.jp/~msn-100char/

日時　柔道／火・金曜　18：00〜19：30
　　　剣道／月・木曜　18：00〜19：30
練習場所　尾道警察署武道場
対象　尾道警察署管内居住者で、本年４月現在小学２

年生〜中学３年生の人（剣道は小学１年生も可）
会費　月1,000円（入会金1,000円）
申込方法　入会前に武道場で見学後、申込書を提出
問い合わせ先　柔道（黒瀬　☎0848-22-4307）
　　　　　　　剣道（杉 　☎0848-37-2282）

居合道会員募集居合道会員募集居合道会員募集
　日本の伝統武道を学び、心身を鍛錬しましょう。
日時　毎週火曜18：30〜21：00（見学可）
場所　尾道東高等学校剣道場
対象　小学５年生以上（性別不問）
流派名等　夢想神伝流及び全日本剣道連盟居合道形
問い合わせ先
　尾道市剣道連盟居合道部（大垣　☎・　0848-48-0506）

日　時　３月13日（土）13：00プレイボール（11：30開門予定）

場　所　しまなみ球場（びんご運動公園野球場）

入場券（全席自由・税込）

ネット裏席　　　3,500円

内　野　席　大人2,500円、こども1,500円

外　野　席　大人1,500円、こども700円

※こども券は小・中学生。大人券およびネット裏席

券は、１枚につき未就学児一人までは無料

チケット前売発売　２月13日（土）〜３月９日（火）

発売場所　びんご運動公園管理事務所、おのみちバ

ス(株)、ＪＲ尾道駅前バスチケット売場、尾道市内

の主なスポーツ店、中国新聞備後本社、県東部の

中国新聞販売所、尾道商工会議所、ＪＡ尾道市各

支所、ローソンチケット（Ｌコード61102）

当日発売　３月13日（土）10:00〜

　　　　　しまなみ球場チケット売場で発売予定

チケットの払戻　試合が成立しなかった場合、翌日

から１週間に限り購入先で払戻をします。

駐車場　園内約1,000台（無料）

臨時バス　尾道駅前〜新尾道駅〜しまなみ球場間を運行

おのみちバス：尾道駅前⑤番のりば〜長江経由〜新

尾道駅〜しまなみ球場

中国バス：尾道駅前⑤番のりば〜桜土手経由〜新尾

道駅〜しまなみ球場

※行きは、尾道駅前⑤番を10:00〜12:30の間、約15

分間隔で出発します。帰りは、試合終了に合わせ

て運行します。（各停留所に停車。往路は乗車のみ、

復路は下車のみ）（所要時間約30分）

料金　尾道駅前〜しまなみ球場

　　　片道：大人270円、こども140円

　　　新尾道駅前〜しまなみ球場

　　　片道：大人150円、こども80円

※バス料金は、大人は中学生以上、大人一人につき

未就学児一人までは無料

その他　飲食物、応援グッズの売店を出店。観客席

は禁煙。危険物、ビン、缶類、ペットその他動物（た

だし盲導犬、聴導犬等を除く）の持込は禁止

※市ＨＰ→新着情報→しまなみ球場プロ野球情報

もご覧ください。

問い合わせ先　スポーツ振興課

　（長者原スポーツセンター内　☎0848-40-0310）

　市内全域から１年生〜６年生の男女で編成するチー

ムが参加し、優勝を目指してタスキリレーで競います。

日時　２月28日（日）９：30スタート、12：30閉会式

場所　びんご運動公園と周辺コース

問い合わせ先　尾道市子ども会育成連合協議会事務局

　　　　　　　（☎0848-37-6080）

VS

しまなみ球場で応援しよう！しまなみ球場で応援しよう！しまなみ球場で応援しよう！しまなみ球場で応援しよう！

尾道市子ども会駅伝大会尾道市子ども会駅伝大会尾道市子ども会駅伝大会
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消防出初式
　１月10日、向島運動公園で「平成
22年消防出初式」があり、消防局や
消防団、消防クラブなどが参加し
て分列行進などが行われました。

新成人の誓いを新たに
　１月11日、びんご運動公園メイ
ンアリーナで「平成22年尾道市成
人式」が行われ、対象となる1,008
人の新成人が参加しました。

無病息災を祈って
　1月17日、山波小学校グラウ
ンドで「山波神明祭（とんど）」が
あり、わら細工などで飾られた
とんどを、地域の皆さんが担い
で練り歩き、無病息災を祈りま
した。また、高田昭詮さんから毎
年市に寄贈していただいている
干支を飾った山波とんどの模型
が、今年で12基となり、すべての
干支のとんどが揃いました。

尾道がＮＨＫ連続テレビ
小説の舞台に！

　９月から開始されるＮＨＫ連続
テレビ小説の舞台に尾道が選ばれ
ました。番組名は「てっぱん」。お好
み焼き屋を開業することになった
尾道育ちのヒロインの奮闘を笑い
と涙で綴る「鉄板繁盛記」です。尾
道での撮影は、５月頃から行われ
る予定です。

消費生活 ファイル消費生活 ファイル相談相談 尾道市消費生活センターを
ご利用ください！

土・日・祝日は「消費者ホットライン」に相談を！

　尾道市消費生活センター（以下、市センター）では、
商品やサービスの契約など消費生活上のトラブルや
悩みについての相談に応じています。
　例えば、
○訪問販売で布団を買ったが、後で考えてみるととて
も高額だったので解約したい。

○借金が重なり、返しても元金がなかなか減らないの
でなんとかしたい。

○料金を請求するはがき（またはメール）が届いた。ど
うしたらいい？　など。

　相談は、まずはお電話ください。
☎0848-37-4848（みんな（そうだん）しいやしいや！）
面談による相談も行っています。
場　　所　尾道市役所分庁舎２階商工課内
相談時間　９：00〜12：00、13：00〜17：00
　　　　　（土・日・祝日、年末年始を除く）

☎0570-064-370（まもろうよ　みんなを！）

　「消費者ホットライン」とは、平日では市センターに相談できない人や、市センターの電話番号が分からない場
合のための全国共通の番号です。
　この番号にかけると、次の表のようにつながります。（ダイヤル後、住まいの地域の郵便番号などを入力）

尾道市の
場合

土・日・祝日（年末年始除く）の
10：00〜16：00

携帯電話

固定電話

市センター(※) 

市センター(※) 

国民生活センター

国民生活センター

県生活センター（９：00〜16：00／12：00〜13：00除く)

市センター(※) 

平日の9：00〜17：00（12：00〜13：00除く）

住まいの郵便番号が分かる 住まいの郵便番号が分からない

※市センターの回線が混雑している場合は、県生活センターにつながります。
注意：ナビダイヤルを使用しているため、ＰＨＳやＩＰ電話、プリペイド式携帯電話では通話ができません。（フリーダイヤルと違い通話料がかかります。）国民生活センターお
よび県生活センターでの相談は、その場での回答で終了することを基本としています。引き続きの相談が必要な場合等は、市センターでの相談を案内されることもあります。

主要地方道
福山尾道線
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兵庫橋の車両通行止

　このたび兵庫橋の調査を行った

ところ、老朽化により通行上危険が

あることが判明し、当分の間、車両

通行禁止（歩行者・自転車通行可）の

措置をとっていますので、迂回して

ください。ご不便をおかけしますが、

ご理解・ご協力をお願いします。

　維持修繕課道路維持係

　（☎0848-25-7278）

舗装補修工事に伴い、尾道大橋
有料道路が片側交互通行

　尾道大橋有料道路（向島側主塔付近）

の舗装補修工事に伴い、工事施工期

間中、尾道大橋有料道路の片側交互

通行を行います。ご迷惑・ご不便を

おかけしますが、ご協力をお願いし

ます。

規制日時　２月22日（月）〜26日（金）

のうち２日間　22：00〜翌朝５：00

規制方法　尾道大橋有料道路片側

交互通行

規制箇所　尾道大橋（向島側主塔付近）

※この箇所を通行する際は、誘導員

等の指示に従ってください。

　広島県道路公社道路部維持管理

課維持係（☎082-504-7533）

尾道市農業委員会委員選挙人
名簿を縦覧します

　平成22年１月１日現在において

調製した農業委員会委員選挙人名

簿を次のとおり縦覧します。

縦覧期間　２月23日（火）〜３月９日（火）

　８：30〜17：00

縦覧場所　選挙管理委員会事務局

　（市役所３階）

※ただし土・日曜日については、市

役所１階の警備室で行います。

　選挙管理委員会事務局

　（☎0848-25-7258）

高齢運転者の免許自主返納に
対する支援制度がスタート

　尾道地区タクシー協議会により、

尾道市（尾道警察署管内）に居住す

る65歳以上の運転免許保有者で、自

主的に運転免許を返納した人を対

象に、タクシー割引チケットを交付

するサービスが２月１日より実施

されています。

　対象となる人で、交付を希望する

人は、警察署で発行される「申請に

よる運転免許の取消通知書」を（財）

尾道交通安全協会の窓口に持参し、

手続き（無料）をしてください。

　（財）尾道交通安全協会

　（☎0848-25-5207）

市立小中学校
特別支援教育支援員募集

　教育委員会では、市立小・中学校

に在籍する、特別な教育的支援を必

要とする児童生徒の学習上または

生活上の困難を克服するための支

援または自立を支援するため、特別

支援教育支援員を募集しています。

応募資格　原則として教員免許、看

護師免許またはホームヘルパー

資格を有する人で、教育に熱意を

持ち、健康な人（３月中に免許取

得見込みの人を含む）

応募方法　２月24日（水）までに、履

歴書を郵送により提出

採用　面接のうえ決定

※勤務時間等、詳しくはお問い合わ

せください。

　　〒722-8501　尾道市久保一丁

目15-１　教育委員会事務局教育

指導課豊かな心と体育成班

　（☎0848-20-7454）

出張 手づくり・尾道門前市in
みなとオアシスフェア出店者募集

日時　３月21日（祝）９：00〜14：00

場所　みなとオアシス尾道

内容　ハンドメイドの小物（手芸・

雑貨・陶芸・菓子など）

※手づくりの主旨に合わない場合、

出店をお断りします。

出店料　無料（駐車場あり。１ブー

ス約１ｍ×４ｍ。先着50ブース。

一人２ブースまで）

　　尾道観光協会（☎0848-37-9736）

第14回絵のまち尾道四季展
作品募集

　美しい町並み、豊富な文化遺産、

あたたかい人々。あなたの描く尾道

を応募してください。

テーマ　尾道の風景、風俗、祭り、行事

などでその特徴を取り入れたもの

応募資格　作品搬入時に満18歳以

上の人（高校生を除く）

募集作品　一人３点以内とし、15号

から20号までの平面絵画作品。た

だし、未発表に限る

出品料　作品１点につき4,000円

賞　尾道賞［グランプリ］200万円（１

点）、金賞100万円（１点）、銀賞80

万円（２点）、銅賞 50万円（３点）、

小林和作奨励賞10万円（１点）、奨

励賞 ５万円（10点）、企業奨励賞

５万円（数点）

搬入期間　11月26日（金）〜28日（日）

10：00〜16：00

搬入場所　かおり館（千光寺公園内）

　絵のまち尾道四季展運営委員会事務局

　（市立美術館内　☎0848-23-2281）

教室・催しなど、料金表示のな
いものは原則無料です。（参加
費など）

In
formation

お知らせ

☎ 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

募　集

西藤トンネル

兵庫橋

西藤小学校

兵庫車両通行止

西藤トンネル

藤井川
兵庫橋

西藤小学校

主要地方道
福山尾道線
主要地方道
福山尾道線

車両通行止

新尾道大橋

尾道大橋

片側交互通行

至 2号バイパス

至 向島

→
→

← ←
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平成22年度因島技術センター
初任者研修受講生募集

期間　４月６日（火）〜６月30日（水）（３カ月間）

場所　因島技術センター（Hitz日立

造船(株)因島工場内）

内容　安全教育、安全体感研修、図

面の見方、玉掛、床上クレン、グラ

インダ、ガス切断、溶接技能など

取得資格　アーク、グラインダ、玉掛、

クレーン、ガス、NK

対象　40歳未満の人（一般の応募も可）

定員　80人〜100人程度

申込期限　２月26日（金）

※受講料のほか、各種の資格試験料

が必要。詳しくはお問い合わせく

ださい。

　　因島技術センター運営協議会事務局

（産業振興課内　☎0845-26-6212）

平成21・22年度
物品購入等入札参加資格審査
追加申請受付

　平成21・22年度に市が行う物品購

入､業務委託（建設関連業務を除く）

の入札に参加を希望する人は、次の

とおり申請書を提出してください。

対象　入札参加資格を有していない人

受付期間　３月15日（月）〜19日（金）

　８：30〜12：00、13：00〜17：00

※郵送の場合は３月19日（金）必着

受付場所　財務課用度係（市役所4階）

提出部数　１部（水道局、市民病院、

みつぎ総合病院への提出は不要）

申請用紙　市ホームページからダ

ウンロード可（ダウンロードでき

ない場合は、財務課、因島総合支

所市民生活課、瀬戸田支所住民福

祉課で配布）

　　財務課用度係（☎0848-25-7324）

平成21・22年度
尾道市建設工事等入札参加資格審査
追加申請受付

　平成22年度に市が行う各種建設

工事等の入札に参加を希望する人は、

次のとおり申請書および添付書類

を提出してください。

対象　入札参加資格を有していな

い人、すでに資格を有する市内業

者で業種の追加を希望する人

受付期間　３月15日（月）〜19日（金）

８：30〜12：00、13：00〜17：00

受付場所　契約管財課契約係（市役所４階）

提出部数　1部（水道局への提出は

不要）

申請書　市ホームページからダウ

ンロード

申請方法　指定する様式に必要事

項を記入したものを保存したフ

ロッピーディスクとその内容を

印刷した申請書を添付書類と併

せて提出（※直接ご持参ください。）

その他　希望者は、受付期間中、広

島県と県内市町が共同で運営す

る「電子入札等システム」を利用

した申請（電子申請）を行うこと

ができます。添付書類は契約管財

課契約係に提出（持参・郵送どち

らでも可で、３月26日（金）必着）

　　契約管財課契約係

　（☎0848-25-7282）

これで安心！楽しく学ぶ遺言のお話
相続・遺言・任意後見制度について

　自分の財産を自分の思いに沿っ

て残し、人生最期を安心して迎える

ためにはどんな方法があるのか一

緒に学んでみませんか。

日時　２月17日（水）13：30〜15：30

場所　公立みつぎ総合病院５階講義室

講師　浜辺幸二さん

　　　（尾道公証役場公証人）

　尾道市北部地域包括支援センター

　（☎0848-76-2495）

第９回尾道文学談話会

　志賀直哉が尾道で書いた「暗夜行路」

の草稿についてお話しします。

日時　３月４日（木）18：30〜20：00

場所　尾道白樺美術館［尾道大学］

講師　寺杣雅人

　（尾道大学日本文学科教授）

定員　15人

申込期限　３月１日（月）

　　尾道白樺美術館［尾道大学］

　（☎0848-20-7831／火・水曜休館）

 

男女共同参画事業かがやき☆セミナー
整理収納術を学んでみませんか 

①日時　３月10日（水）18：30〜20：00

　内容　基礎編〜整理収納診断チ

ェック、整理収納の３ステップ〜

②日時　３月17日（水）18：30〜20：00

　内容　場所別編〜整理収納の３ス

テップを取り入れた収納方法〜

場所　しまなみ交流館大会議室（ベ

ルポール駐車場をご利用ください。）

対象　どなたでも（男性大歓迎！）

講師　西原くるみさん（整理収納ア

ドバイザー）

定員　各回先着30人（※できるだけ

２講座とも受講できる人）

託児　希望する場合は申込時にお

知らせください。

申込方法　３月３日（水）までに「住所、

名前、年齢、電話番号」を電話また

はＦＡＸ、Ｅメールで申込

　　人権推進課

（☎0848-37-2631　0848-37-6631）

jinken@city.onomichi.hiroshima.jp

男女共同参画フォーラム
女性も男性も いきいきのびのび 男女共同参画社会へ

日時　３月７日（日）13：00〜15：00

場所　因島市民会館大ホール

講演　21世紀の子どもたちのために〜

いまどきの子どもいまどきの大人〜

講師　タケカワユキヒデさん（音楽家）

申込方法　２月26日（金）までに「①

名前②住所③電話番号」を記入の

うえ郵送またはＦＡＸで申込

　　〒722-2211　尾道市因島中庄

町2089-1　因島人権文化センター

（☎・　0845-24-2160）

向島地区人権文化講演会

日時　２月21日（日）13：30〜15：00

　（12：30開場）

場所　尾道市民センターむかいしま

演題　もっとやさしく、もっと自由に

〜共に生きる社会をめざして〜

講師　香山リカさん（精神科医・立

教大学教授。近著「しがみつかな

い生き方—『ふつうの幸せ』を手

に入れる10のルール」等著書多数）

定員　400人（申込不要）

　尾道市人権文化センター

　（☎0848-37-2631）

尾道市家庭教育推進事業 家庭教育親育ち講座
子育てパパは仕事もできる
〜育児は育自！妻に任せるにはもったいない〜 

日時　２月25日（木）19：00〜20：30

　（18：30開場）

場所　尾道市民センターむかいしま

内容　数々の企業で働きながら、｢子

催　し
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育てを楽しむ父親を増やしたい。｣

と父親支援のＮＰＯを立ち上げ

るほど熱中した父親の子育ての

楽しさを聞く

講師　安藤哲也さん（ＮＰＯ法人フ

ァザーリング・ジャパン代表）

定員　400人

※託児あり（２月22日までに要申込）

　生涯学習課人づくり推進係

　（☎0848-20-8324）

瀬戸内しまなみ大学
文化財講座!

日時　２月25日（木）18：30〜20：00

場所　しまなみ交流館大会議室

演題　中世の城と館

講師　小都隆さん（広島県文化財保

護審議会委員）

※当日、直接会場にお越しください。

　文化振興課（☎0848-25-7367）

協働のまちづくりをめざして
ボランティア講演会

日時　２月26日（金）13：30〜15：30

場所　総合福祉センター４階大会議室

演題　みんなで実現しよう！本物の協働を！

講師　世古一穂さん（特定非営利活

動法人NPO研修情報センター代

表理事）

　尾道市社会福祉協議会

　（☎0848-22-8385）

国際ソロプチミスト尾道講演会
〜国連ハビタット親善大使 マリ・ク

リスティーヌが見た世界の人々〜

日時　３月14日（日）13：30〜15：00

場所　しまなみ交流館

入場料　500円

チケット取扱　(株)啓文社福屋ブッ

クセンター・新浜店・ハピータウ

ン店・コア福山西店

　国際ソロプチミスト尾道事務局

　（☎0848-22-6212）

ぷらっと尾道〜ウォーキング
ツアー参加者募集
〜あなたも一日観光客〜

　観光ボランティアと一緒に、市内の

お宝発見巡りをします。第三弾目は「思

い出を相棒に歩くロケ地めぐりコース」

です。どなたでも参加できます。

日時　３月14日（日）９：00〜12：00

　（受付８：30〜）※少雨決行

集合場所　尾道駅前

コース内容（主な箇所）　尾道駅→

千光寺公園→御袖天満宮→尾道東

高校→浄土寺→海岸通り→尾道駅

参加料　100円（保険料等）

申込方法　３月10日（水）までに「住所、

名前、生年月日」を電話またはＦ

ＡＸで申込

※飲み物をご持参ください。動きや

すい服装でご参加ください。

　　尾道観光協会

　（☎0848-37-9736　0848-37-7525）

おのみち市民大学講座
親子でネイチャーゲームと
野外バウムクーヘン作り

日時　３月22日（月）13：00〜16：00

※雨天の場合、屋根のある場所で類

似プログラム決行

場所　向島洋らんセンター

対象　小学生と保護者

定員　30人　※年齢等相談に応じます。

参加費　一人200円

持参物　参加費、軍手、タオル、飲み物

（飲み物は現地で購入可）

※汚れても良い服装で参加してください。

講師　神原典政さん（尾三ネイチャ

ーゲームの会）

申込方法　３月12日（金）までに「参

加者全員の名前（ふりがな）、電話

番号、児童については学年」を郵

送または電話、ＦＡＸ、Ｅメールで、

保護者が家族単位で申込

　　〒722-0043　尾道市東久保町

20-14　青少年センター

　（☎0848-37-8744　0848-37-8779）

s-center@city.onomichi.hiroshima.jp

親子で楽しむ音楽療法

日時　３月11日（木）10：30〜11：30

場所　尾道市人権文化センター１

階教養娯楽室

講師　河田尚子さん（音楽療法士）

対象　１歳６カ月〜未就園までの

お子さんと保護者

定員　親子15組（申込多数の場合抽選）

申込方法　３月１日（月）までに、北

久保児童館にある所定の申込用

紙にはがきを付けて申込。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・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）

おのみちの森づくり事業
森林体験活動 参加親子募集

日時　３月７日（日）10：00〜15：00

場所　尾道ふれあいの里（送迎バス

を運行）

送迎コース　①８：30瀬戸田市民会

館出発⇒②芸予文化情報センター

⇒③市役所⇒尾道ふれあいの里に

到着。帰りは15：00に尾道ふれあ

いの里出発⇒③②①の順に到着

内容　人工林の間伐作業、植栽活動、

しいたけ植菌活動、木工クラフト

など（※雨天の場合は、内容が変

更することがあります。）

対象　市内在住の小学生と保護者

定員　先着40人

参加料　一人500円（弁当代含む）

申込方法　２月22日（月）までに、電

話または農林水産課窓口で申込

　　農林水産課農業振興係

　（☎0848-25-7212）

因島図書館の臨時休館

　蔵書点検のため、２月23日（火）〜

28日（日）は臨時休館します。

　この間の返却は、図書館のブック

ポストまたは最寄りの公民館にお

願いします。（視聴覚資料は、開館後

にカウンターにご返却ください。）

■雑誌リサイクルデー

　保存期限の過ぎた一般雑誌（平成

18年４月〜６月号）を差し上げます。

期間　３月14日（日）10：00〜

場所　因島図書館カウンター前

※一人３冊まで。袋はご持参ください。

無くなり次第終了。

　因島図書館（☎0845-22-8660）

広島県国際交流協会２月例会

日時　２月21日（日）13：00〜16：00

歌　ザ・サウンド・オブ・ミュージック

ディスカッション　行政刷新に期

待すること

講演　自然のモデルを通して人生

の成功とは

講演者　セドリック・ノトさん

　松浦宅ラウンジ（☎0848-37-3518）

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

☎ 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
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尾道遺跡発掘調査研究所出張展示会
「因島の城跡」

　因島に点在する城跡について、写真

パネルや出土した土器などを展示して

紹介します。（月曜休館）

期間　２月17日(水)〜28日（日）

場所　因島市民会館１階ロビー

　文化振興課（☎0848-25-7312）

シトラスパーク瀬戸田
特別栽培（無農薬）レモン狩り体験

日時　２月14日（日）、３月20日（土）・

21日（祝）・22日（月）11：00〜15：00

内容　園内で栽培された安全・安心

のレモン（無農薬）を収穫体験

参加料　１袋500円（袋に詰め放題）

※天候等により変更・中止あり。個人・

ファミリー向きのため大人数の

団体はお受けできません。

　シトラスパーク瀬戸田

　（☎0845-26-3030／火曜休園）

全国ジャンボ大根
フェスティバル2010

日時　３月14日（日）９：00〜14：00

場所　因島勤労者体育センター、万田発酵

内容　重さを競うジャンボ大根コ

ンテスト、大根の重量当てクイズ、

ジャンボ大根の試食、青空市（物

産品などの販売）など

　ジャンボ大根フェスティバル実

行委員会（☎0845-24-3555）

天然温泉 尾道ふれあいの里
４周年感謝祭

日時　３月13日（土）・14日（日）10：00〜

場所　天然温泉尾道ふれあいの里

内容　４周年感謝祭ウォーキング大

会、食と健康セミナー、紙ヒコー

キ大会、「支志團」によるよさこい

鳴子踊りなど

※内容は変更する場合があります。

※先着100人にプレゼントあり。

　尾道ふれあいの里

　（☎0848-77-0177）

マブジョンwithザ・ミートルズ
ライブコンサート

　ザ・ビートルズのコピーバンドに

よるライブコンサートです。

日時　２月27日（土）19：00〜21：00

場所　向島洋らんセンター

入場料　2,500円（前売2,000円）

　尾道サウンドヒーリング

　（奥原　☎090-2296-1020）

楽しく役に立つパソコン講座楽しく役に立つパソコン講座

おのみち市民大学講座おのみち市民大学講座

○第13回虎ちゃん囲碁まつり●○第13回虎ちゃん囲碁まつり●

●本因坊秀策囲碁記念館子ども囲碁大会○●本因坊秀策囲碁記念館子ども囲碁大会○

●尾道市民囲碁大会○●尾道市民囲碁大会○

先着20組

若干名

若干名

子育て支援講座
親子でたのしくふれあい遊び

ぱくぱくタイム
〜栄養相談〜

先着１組ふれあい発達相談日 ２／25（木）
10：00〜12：00

受付中

２／12〜

２／23〜

３／１〜

先着10組
自分をみつめて
〜パステルアート〜

２／22（月）
10：00〜11：00

対象：未就園のお子さんと保護者。講師：福岡恵子さん。パステルアートで右脳を
刺激することで心の奥にある思いを出すことができ、リフレッシュできます。

対象：未就園のお子さんと保護者。言葉が遅い、じっとしていられないなど
しんどさを感じていませんか。相談員の箱崎文恵さんが個別相談に応じます。

対象：未就園のお子さんと保護者。講師：土井みゆきさん。タオ
ル・飲み物・シューズ持参。動きやすい服装でお越しください。

対象：未就園のお子さんと保護者。お子さんの成長をみんなで振り返りな
がら、おもいでページを作りましょう。（持参物は予約時にお知らせします。）

対象：平成21年10月〜12月生まれの赤ちゃんと保護者。参加したママからは、寝くじ
が短くなった・便秘がなくなった・機嫌よく過ごせる日が増えたなど喜ばれています。

先着15組

先着10組

先着13組

お母さんのスッキリ体操

ベビータッチケア

おもいでページづくり 

①３／２（火）②３／９（火）
10：00〜11：00
３／５（金）
10：30〜11：30
３／15（月）
10：30〜11：30

♪とんかち・うんぱっぱ♪
〜ミュージック・ケア〜

３／９（火）・25（木）
９：30〜11：00、11：00〜12：30

夫婦間での育児に対する価値観の違いでイライラ、
身近な人との人間関係なども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

場所：長者原スポーツセンター。講師：天野忠雄さん（子ども情報研究センター）概
ね1〜3歳の親子。往復はがきで申込（申込多数の場合抽選）往信欄に「住所、保護者
と子どもの名前、子どもの年齢、電話番号」、返信欄に「住所、保護者名」を記入

こどもとママの
こころの相談

３／３（水）
10：30〜12：00

身体測定、絵本の読み聞かせ、ひなまつり、誕生日会、
育児について。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
〜ひなまつり〜

３／９（火）９：30〜11：30、13：30〜15：30
３／15（月）13：30〜15：30子育て応援相談

２／17
９：30〜

３／１
必着

受付中

受付中

受付中

受付中

50組
３／10（水）
10：30〜11：30

あかちゃんとリラックス！
〜タッチケア〜

タッチケア、身体測定、わらべうたあそび、育児相談など。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。
「パパ☆ママ準備スクール」（健康推進課）との合同行事

先着15組
３／24（水）
13：30〜15：30

離乳食のすすめ方や食事の量やメニューの紹介、野
菜や硬い食材の苦手なお子さんへの調理方法など
の相談もできます。

若干名

抽選25組
３／16（火）概ね１歳以上　10：30〜11：30
３／17（水）概ね６カ月〜１歳未満10：30〜11：30

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または往
復はがきで申込（参加多数の場合抽選）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」、返信欄に「住所、保護者名」を記入

２／25
〜３／９

３／23（火）
10：30〜12：00

①２／16〜
②２／23〜

☎ 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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楽しく役に立つパソコン講座楽しく役に立つパソコン講座楽しく役に立つパソコン講座

おのみち市民大学講座おのみち市民大学講座おのみち市民大学講座

○第13回虎ちゃん囲碁まつり●○第13回虎ちゃん囲碁まつり●○第13回虎ちゃん囲碁まつり●

●本因坊秀策囲碁記念館子ども囲碁大会○●本因坊秀策囲碁記念館子ども囲碁大会○●本因坊秀策囲碁記念館子ども囲碁大会○

●尾道市民囲碁大会○●尾道市民囲碁大会○●尾道市民囲碁大会○

■はじめの一歩編
対象　パソコンに初めて触れる人。ゆっくりコース希望の人
内容　パソコンの使い方、キーボード操作､マウス操作、
文字入力等、ワードで文書作成
期間　月曜日コース：４月５日〜３月の第１・第３月曜（計20回）
　　　火曜日コース：４月６日〜３月の第１・第３火曜（計20回）
時間　午前の部／10：00〜12：00午後の部／13：00〜15：00
場所　尾道市民センターむかいしま
定員　月・火曜日の午前・午後コース各20人
■パソコン活用編
対象　パソコンを早く活用したい人（文字入力できる人）
内容　パソコンの使い方、キーボード操作､マウス操作、
文字入力等、ワードで文書作成（回覧板、案内状、は
がき）、インターネット（日々の生活に役立つ）
期間　月曜日コース：４月12日〜３月の第２・第４月曜（計20回）
　　　火曜日コース：４月13日〜３月の第２・第４火曜（計20回）
時間　午前の部／10：00〜12：00午後の部／13：00〜15：00

場所　尾道市民センターむかいしま
定員　月・火曜日の午前・午後コース各20人
■趣味の講座編
対象　デジカメ画像編集と活用をしたい人
内容　デジカメの写真活用（画像編集・行事案内はが
き作成・アルバム作成など）、ブログの作成
期間　水曜日コース：４月７日〜３月の第１・第３水曜（計20回）
時間　午前の部／10：00〜12：00午後の部／13：00〜15：00
場所　おのみち生涯学習センター
定員　午前・午後コース各20人
【共通事項】
費用　上期・下期各10,000円
　　　（開講日半期分一括前納。年間20,000円）
講師　ＮＰＯ法人シニアネットひろしま尾道会
申込方法　３月15日（月）までに、往復はがきの往信欄
に「①希望コース（○○編・曜日・午前・午後）②住所
③名前④年齢⑤電話番号」、返信欄に「申込者の名前、
住所」を記入のうえ郵送（必着。申込多数の場合抽選）
　　〒722-8510　尾道市向島町5531-1
　中央公民館（☎0848-44-0683）

パソコンで脳を元気にしませんか？

■子どものための食育講座

　はじめてのキッズ・キッチン教室

◇ステップ1

日時　３月７日（日）９：30〜13：00（終了予定）

内容　入門キッズ・キッチン！

　　　〜食べる意味を考えよう！〜

◇ステップ2

日時　３月14日（日）９：30〜13：00（予定）

内容　ごはん大好き！おいしく炊こう！

　　　〜ごはんとごはんに合う簡単おかずを作ろう！〜

場所　尾道市民センターむかいしま（向島公民館）

講師　有田妙子さん、濱岡敏子さん

対象　就学前の５歳〜６歳の子どもとその保護者

※子どもが自分で調理し、保護者は見守り役です。

定員　先着親子20組　会費　各回300円（当日徴収）

申込方法　２月26日（金）までに、電話またはＦＡＸ、

Ｅメールで申込

■健康エコウォーキング教室

日時　３月21日（祝）９：00集合、13：00終了予定

場所　河内公民館

講義　正しいウォーキング方法について

講師　保科壽直さん（運動生理学博士）

※講義終了後、大羽谷川流域の環境を考える会による

環境整備の取組みの話を伺い、エコウォーク（河内

地域の自然、名所めぐり）をします。

対象　市民一般　定員　30人

申込方法　３月10日（水）までに、電話またはＦＡＸ、

Ｅメールで申込

　　生涯学習課（☎0848-20-8324　0848-37-3004）

　shogai@city.onomichi.hiroshima.jp

日時　２月20日（土）９：30〜16：00
場所　本因坊秀策囲碁記念館
対象　小・中・高校生
大会審判長　山本賢太郎五段（日本棋院）
参加費　一人500円（昼食代込）
申込方法　２月15日（月）までに、はがきに「住所、名前（ふ
りがな）、電話番号、段・級位、13路・19路の別、学校名、
学年」を記入のうえ申込（必着）（電話・ＦＡＸでも可）
　　〒722-2213　尾道市因島外浦町121-1
　本因坊秀策囲碁記念館（☎・　0845-24-3715）

日時　３月28日（日）10：00〜（受付9：30〜）
場所　総合福祉センター
●クラス別競技大会（個人戦・トーナメント方式　４局打）
　参加費（昼食代込）　大人1,000円、高校生以下500円
●初心者囲碁教室（参加費無料。午前中で終了）

申込方法　３月16日（火）までに、はがきに「住所、名前
（ふりがな）、電話番号、段・級位、参加希望（クラス別
競技大会　初心者囲碁教室）、小・中・高校生の人は
学校名、学年」を記入のうえ申込
　　〒722-8501　尾道市久保一丁目15-１
　文化振興課内　尾道市民囲碁大会実行委員会事務局
　（☎0848-25-7366）

　参加者全員に棋力に応じた認定状と記念品を贈ります。
日時　３月30日（火）９：00〜12：00
場所　芸予文化情報センター（因島土生町）
対象　市内の公民館こども囲碁教室・学校囲碁クラブ員、
囲碁を習ったことがある人
競技内容　19路盤はハンディ戦・13路盤は互先戦
申込方法　３月16日（火）までに、各公民館囲碁教室・
小中学校囲碁クラブにある申込書を提出
　　文化振興課（☎0848-25-7366）


