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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～

 　観光ボランティアガイドと一緒
に、市内のお宝発見巡りをします。
　第一弾は「ウォーキングと温泉で
くつろぐ里山御調コース」です。ど
なたでも参加できます。
　第二弾は、11月21日㈰「３分間の
船旅　向島ぞろぞろ歩き」コース。
　第三弾は、12月５日㈰「尾道通に
おすすめ井戸めぐり」コースを予定
しています。
日時　９月26日㈰９：00～15：00予定
　　（受付８：30～、※小雨決行）
場所　尾道駅前（集合）
主なコース　無料貸切バスにて道の
駅「クロスロードみつぎ」→いきい
きロード→尾道ふれあいの里→無
料貸切バスにて尾道駅（解散）

定員　先着40人
参加料　100円（保険料等）
申込方法　９月21日㈫までに「住
所、名前、生年月日、連絡先」を電
話またはＦＡＸ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。昼食代、
入浴料（大人800円）は各自負担。

　　㈳尾道観光協会
　（☎0848-37-9736　0848-37-7525）

尾道小径散策「秋の茶会」

日時　11月３日㈷９：00～15：00

料金　各500円
販売先　上記各流派、協力店、尾道
市文化協会事務局（文化振興課）
　文化振興課（☎0848-25-7366）

文学記念室内「茶室」（期間限定）
特別公開

　「登録の日」（10月６日）・「近代化
遺産の日」（10月20日）を含む10月１

日から11月30日にかけて、「近代化
遺産全国一斉公開2010」事業が全国
で展開されます。
　この事業に協賛して、国登録有形
文化財（建造物）として登録されて
いる旧福井家住宅（尾道市文学記念
室）主屋、蔵、茶室のうち、普段公開
していない茶室を特別公開します。
期間　10月２日㈯～11月28日㈰の
土・日・祝日※雨天・風の強い場合は中止
時間　10月／９：00～18：00
　　　（入館は17：30まで）
　　　11月／９：00～17：00
　　　（入館は16：30まで）
入館料　一般300円、中学生以下無料
　文化振興課（☎0848-25-7366）
　文学記念室（☎0848-22-4102）

おのみち文学の館「文学記念室」
横山美智子特別展

期間　９月25日㈯～10月24日㈰
時間　９：00～18：00（入館は17：30まで）
内容　遺品等ゆかりの品を展示
入館料　一般300円、中学生以下無料
　文化振興課（☎0848-25-7366）
　文学記念室（☎0848-22-4102）

向島地区文化祭

■展示（絵画、書、写真、石、華道など）
期間　10月16日㈯～17日㈰
時間　９：00～17：00（17日は16：00まで）
■舞台（邦楽、舞踊、詩吟、謡など）
日時　10月17日㈰午後開会予定
■お茶席
日時　10月17日㈰受付10：00～15：00
料金　500円
販売先　向島地区茶道部会
　（新田　☎0848-44-1553）
【共通事項】
場所　尾道市民センターむかいしま
　尾道市文化協会事務局
　（文化振興課内　☎0848-25-7366）

文化財総合的把握モデル事業
歴史文化リレー講演会

　平成20年度から各地域で実施し
ている文化財調査や各地域の歴史
と文化について、リレー形式で講演
会を行います。第１回目の御調町か

ら順番に、各地域の歴史と文化を紹介
し、今年度策定予定の尾道市歴史文化
基本構想についても説明します。
日時　９月28日㈫18：30～20：00
場所　御調文化会館視聴覚室
演題　御調の歴史と文化
講師　藤井 徹眞さん
　　　（尾道市文化財保護委員）
　文化振興課（☎0848-25-7312）

第７回尾道文学談話会

　黒島伝治（1898～1943）の「電報」を
取り上げてお話しします。黒島伝治
は小豆島出身の作家で、「電報」は郷
里を舞台にしたプロレタリア文学作
品です。中学に合格しながら貧困と
社会的身分のために進学を断念せざ
るをえない家庭が描かれています。
日時　10月14日㈭18：30～20：00
場所　尾道白樺美術館［尾道大学］
講師　寺杣雅人（尾道大学芸術文化学部教授）
定員　15人
申込期限　10月11日㈷
　　尾道白樺美術館［尾道大学］
　（☎0848-20-7831／火・水曜休館）

おのみち公民館いきいき講座

日時　９月24日㈮19：00～20：30
場所　上川辺公民館（御調町大蔵）
演題　エピソードから見た龍馬の素顔
講師　岡崎 孝芳さん（幕末史研究家）
　中央公民館（☎0848-44-0683）

発達支援講演会
「発達障害児者の理解と支援」

日時　10月６日㈬13：30～15：30
場所　総合福祉センター２階第１会議室
内容　大人になるまでの必要な支
援方法について
講師　白尾直子さん（広島県立総合
精神保健福祉センター医師）
対象　障害のある人やその家族、関
心のある人ほか
申込方法　９月30日㈭までに「は
な・はな」へ申込
　尾道市障害者サポートセンター
　はな・はな
　（☎0848-29-5002　0848-29-5003）
　社会福祉課（☎0848-25-7124）

場　所 担　当
浄 土 寺
西 國 寺
しまなみ交流館
２階ホワイエ
尾道ポート
ターミナル

速水流滌源会尾道支部
表千家流同門会備後支部（尾道）

裏千家淡交会尾道支部

三癸亭賣茶流尾道支部
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平山郁夫美術館の催し

■美術館セミナー「作品解説」
日時　９月27日㈪19：00～20：00
講師　別府一道（平山郁夫美術館学芸員）
参加費　1,000円（入館料・喫茶室の飲物付）
　平山郁夫美術館（☎0845-27-3800）

瀬戸田図書館の催し

■布絵本の時間
　ボランティア活動などを通して、
物を作る営みを続けている人の作
品を紹介します。
期間　９月22日㈬～10月17日㈰
時間　10：00～18：00（月・火・祝日休館）
　瀬戸田図書館（☎0845-27-1877）

因島図書館の催し

■因島の民話紙芝居発表会
日時　９月20日㈷14：00～14：45
対象　小学生～大人
　　　（幼児は要保護者同伴）
内容　「鯖大師」「白滝山伝説」「除虫
菊」「本因坊秀策」
上演　ひこうき雲 
※希望者先着20人に「やさしい手づく
り絵本１・２・３」を差し上げます。 
　因島図書館（☎0845-22-8660）

未来心の丘開園10周年
記念イベント

期間　10月１日㈮～17日㈰
場所　未来心の丘（耕三寺内）
入館料　大人1,200円、高校生700円、
　　　　中学生以下無料
■未来心の丘開園記念（９日～11日）
　先着100人に記念品進呈
■カフェコンサート（９日18：30～）
演奏：大瀬戸千嶋、料金2,000円、
 先着40席（要電話申込）
■野外コンサート
　（10日14：00～、15：30～）
　演奏：大瀬戸千嶋
■記念講演会（11日14：00～）
講師：杭谷一東さん、世羅の阿波踊
りグループ「紅葉連」による演舞
■杭谷一東作品の紹介パネル展
　（１日～31日）
■杭谷一東作品展（１日～17日）

■杭谷一東による未来心の丘ガイド
　（２日・３日・16日14：00～）
　耕三寺博物館（☎0845-27-0800）

自然まるごと芦田川探検隊
参加者募集

日時　９月26日㈰10：00～15：00
場所　府中市河佐峡（駐車場あり）
対象　小・中学生、こどもエコクラ
ブ会員等（親子での参加も可）
定員　尾道市・福山市・府中市・井原
市・世羅町で先着90人
内容　カヌー体験、自然体験学習、
魚類観察など
　　環境政策課（☎0848-25-7430）

浦崎夜神楽まつり

日時　９月18日㈯17：00～22：00
※雨天の場合は翌日順延
場所　尾道駅前港湾緑地帯
内容　浦崎地区の神楽７団体によ
る神楽の披露、餅まき
　㈳尾道観光協会（☎0848-37-9736）

第５回尾道トラック祭り

日時　９月23日㈷10：00～（小雨決行）
場所　尾道地区総合トラックセンター
内容　トランペット鼓笛隊・太鼓演
奏、ビンゴゲーム、大型トラック・
パトカー・白バイ運転席体験、屋
台、朝市コーナーほか
　広島県トラック協会尾道支部
　（☎0848-46-4538）

ふくしむらまつり2010

日時　10月３日㈰10：00～15：00
場所　ふくしむら多目的広場
※雨天時は尾道福祉専門学校の軒
下にて模擬店開催
内容　模擬店・フリーマーケット、
ステージ（ベッチャー太鼓、三十
路団、他施設の出し物など）、ゲー
ムコーナー
●フリーマーケット出店者募集
出店料　１区画1,000円
　　ふくしむらまつり実行委員会事務局
　（瑠璃の屋形　☎0848-20-7676）

第32回おのみち矯正展

日時　10月16日㈯９：00～15：30
　　　（雨天決行）
場所　ＣＦ尾道みどりが丘（防地町23-2）
駐車場　久保中学校グラウンド
内容　施設紹介（パネル展示、映像
放映）、施設見学会(10：30～、13：30
～１時間前より受付)、来場者の性
格検査、バザー、軽食、おのみち手
しごと市、ステージイベント
　尾道刑務支所（☎0848-37-2417）

まちなかフリーマーケット

日時　10月17日㈰９：30～15：00
場所　尾道商業会議所記念館広場
■出店者募集中
　１区画500円、先着20組。申込期限
９月30日㈭（１組２区画まで申込可）
　　尾道市商店街連合会
　（☎0848-23-5001）

広島県国際交流協会９月例会

日時　９月19日㈰13：00～16：00
内容　歌「アイル ネバー スマイル 
アゲイン」、ディスカッション
「シェアー・ハウスについて」、
　講演「オーストラリア南東部の州
ビクトリアについて（講師：ナタ
リー・マロニーさん）」
　松浦宅ラウンジ（☎0848-37-3518）
http://www.geocities.jp/matsuuras2000/

９月20日は敬老の日です
　敬老の日を中心に、市内各地域
で敬老会が開催されます。
　招待者には、各地域から日程に
ついてご案内します。
　詳しくは各地区社協
または町内会へお問い
合わせください。
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因島勤労青少年ホーム

■秋のきもの着付け教室
期間　10月７日㈭～11月4日㈭
時間　19：30～21：30（全５回）
講師　平岡けい子さん
定員　10人
※利連協未登録者500円
対象　市内在住または勤務先のあ
る35歳未満の青少年女性
■ホーム祭フリーマーケット出店募集
日時　10月24日㈰10：00～15：00
場所　因島勤労者体育センター
協力金　1,000円（先着20店舗）
申込期限　10月15日㈮
●ホーム祭出演バンド同時募集
対象　高校生以上（定員３組）
申込期限　９月21日㈫
　　因島勤労青少年ホーム
　（☎0845-24-1228／水曜休館）
　
第41回因島総合体育大会

日にち　10月11日㈷
場所　因島運動公園、小・中学校体
育館など
種目　陸上競技、バレーボール、軟
式野球、ソフトテニス、バドミン
トン、卓球、柔道、空手道、テニス、
サッカー、ヨット、ボウリング、ソ
フトボール、ゲートボール、ビー
チボールバレー、グラウンドゴル
フ、ソフトバレーボール、ラージ
ボール、ターゲットバードゴル
フ、水泳、ミニテニス、輪投げ・
ゲーゴールゲーム（身体障害者福
祉協議会）、ペタンク（公開競技）
※種目により日時・場所が違います。
　因島体育協会事務局（因島瀬戸田
地域教育課内　☎0845-26-6206）

後期危険物取扱者試験および
危険物取扱者試験準備講習会

試験日［願書受付期間］
①11月28日㈰［電子申請：９月12日
～10月４日、書面申請：９月15日
～10月７日］
場所　広島市、三次市
②12月19日㈰［電子申請：10月９日
～29日、書面申請：10月12日～11
月１日］

場所　呉市、三原市、福山市
試験の種類　甲種、乙種、丙種
※インターネットによる電子申請
ができます。併願・複数受験可
受験願書の配布場所
　消防局予防課、尾道・尾道西・因島
消防署、向島･御調･北･瀬戸田の
各分署、因北出張所
受験手数料　甲種5,000円・乙種3,400
円・丙種2,700円
　㈶消防試験研究センター広島県
支部（☎082-223-7474）

■準備講習会：乙種第４類（法令・化学）
日時　10月13日㈬９：30～16：30
場所　尾道消防防災センター６階多
目的研修室（駐車場はありません。）
申込方法　講習当日９：00から受付
受講料  尾道防火協会加入会員・高
校・大学生8,200円、その他の人
11,200円（テキスト含む）
持参物　筆記用具、受講票、受講料
※尾道防火協会でテキストの販売
もしています。
　消防局予防課（☎0848-55-9123）

上級救命講習会

日時　10月24日㈰８：30～18：30
場所　消防局（東尾道18-2）
定員　先着20人
申込期間　９月21日㈫～10月8日㈮
申込先　各消防署　　
　警防課（☎0848-55-9122）

下水道排水設備工事責任
技術者試験

　この試験の合格者は、日本下水道
協会広島県支部長へ本人が登録申
請することにより、「排水設備工事
責任技術者」として登録され、指定
工事店制度を設けている県内の市
町で排水設備の業務に従事するこ
とができます。
日時　11月28日㈰12：45～15：00
場所　広島、福山、三次（いずれか）
申込期間　９月16日㈭～10月７日㈭
　　下水道課（☎0848-25-7234）

緊急委託訓練生募集

①オフィスマスター科
訓練期間　10月20日㈬～平成23年
　１月19日㈬
申込期限　９月22日㈬
選考日　10月５日㈫９：00～
②メディカル科
訓練期間　11月10日㈬～平成23年
　２月９日㈬
募集期間　９月16日㈭～10月14日㈭
選考日　10月26日㈫９：00～
対象　ハローワークの受講指示ま
たは受講推薦が受けられる人
教科書代　15,000円程度
　　広島県立福山高等技術専門校
　（☎084-951-0260）

 　市で管理している住民票（住民基本台帳）は、住民からの住所の異動届等
に基づいて記録を整備しています。それがすべての行政サービスの基礎とな
りますので、その記載の内容は常に実態と一致していなければなりません。
　 住所等や戸籍に異動があった場合には、早めに手続きをお願いします。
【転入・転居・世帯主変更等】異動があった日から14日以内
【出生届】14日以内（生まれた日を含む）
【死亡届】７日以内（死亡の事実を知った日から）
　市民課（☎0848-25-7102）
　因島総合支所市民生活課（☎0845-26-6208）
　御調支所住民課（☎0848-76-2111）
　向島支所住民福祉課（☎0848-44-0110）
　瀬戸田支所住民福祉課（☎0845-27-2211）
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各20組

先着20組

20組

若干名

若干名

なし

先着10人

先着15組

先着10組

先着10組

なし

９／14～

受付中

受付中

不要

姿勢のきれいな赤ちゃんに
育てよう

10／ 7 ㈭
10：00～11：30

10／20㈬
10：00～10：30

プチクラス

作って食べよう！
～お昼ご飯編～

 ９／28㈫
10：00～11：30

妊娠している人、２カ月～６カ月の赤ちゃんと保護
者。バスタオル持参。親子での参加になります。講
師：吉廣朱美さん（助産師）
平成22年４月～６月生まれのお子さんと保護者。
タッチケアの復習とステップアップマッサージ、育
児相談

２歳以上のお子さんと保護者。
親子で作られる簡単なお昼ご飯を紹介します。

１歳半までのお子さんと保護者。親子で楽しめるリ
ズム遊びです。講師：村上清美さんみかんちゃんとリトミック

10／15㈮
10：00～11：30

こどもとママのリフレッシュ

♪とんかち・うんぱっぱ♪
～ミュージック・ケア～

子育て応援相談

ぷりままタイム

ちびっ子クッキング

10／４㈪・25㈪10：00～11：00　１歳以上児
10／５㈫10：00～11：00　１歳未満児

10／５㈫・28㈭13：30～15：30
10／14㈭９：30～11：30

10／26㈫10：00～12：00

10／13㈬10：00～11：30

10／29㈮10：00～11：30

10／20㈬10：00～11：30

あそびが長続きせず興味が散乱しやすい、新しい場
所や人に過敏、身体が柔らかくて転びやすいなど、
心と体についての相談に発達相談員が応じます。

かぼちゃを使ってハロウィンクッキーを作ります。
概ね１歳以上の親子

甘やかしとしつけについて考えてみませんか。
（託児あり）

自分の育児への不安感や人間関係での疲れなど、気
がかりなことを話して気持ちをすっきりさせてみま
せんか。ソーシャルワーカーが個別相談に応じます。

少食で心配、野菜や肉を食べてくれない、離乳食の
すすめ方など栄養士と食事についての相談ができ
ます。※身長・体重測定ができます。

９／22
必着

10／6
９：30～

10／１
９：30～

10／12
９：30～

　

受付中

受付中

不要

10／７㈭・21㈭
９：30～11：00、11：00～12：30

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

子どものありのままの姿を受け止めながら楽しんでみません
か。（３日間の中から希望日を選んではがきを添えて直接セン
ターへ申込）※場所：衛生施設センター２階会議室（東尾道）

しあげはおかぁ～さん
～歯についての話～

栄養士さんに聞いてみよう
～栄養相談～

歯の手入れやブラッシングの方法を歯科衛生士に教
えていただきます。歯が生え始めたお子さんと保護者

地域包括支援センターだより地域包括支援センターだより地域包括支援センターだより
尾道市北部地域包括支援センター （☎0848-76-2495）

その
5
　尾道市北部地域包括支援センターは、公立みつぎ総合病院の東側にある「尾
道市御調保健福祉センター」内にあり、担当地域は尾道市北部（※下記参照）で
す。高齢者の保健・医療・介護・福祉に関する相談に、主任ケアマネジャー、看護
師、保健師、社会福祉士が対応しています。
　また、地域の人がいつまでも住み慣れた場所で安心して生活を続けられるよ
うに、理学療法士・作業療法士・管理栄養士などと共に多職種によるチームアプ
ローチにより活動を行っています。それらに加えて、地域皆で発見、見守り、支
えあえるようにネットワーク作りを目指しており、地域力向上のための講演会
なども開催しています。
　相談内容に応じて必要なサービスへつなぐことも行っていますので、生活す
るうえで気がかりなことがあれば、ご本人のほか、ご家族や地域の皆さんも気
軽にご相談ください。（相談料無料）
※［担当地域］美ノ郷町、木ノ庄町、原田町、御調町

認知症サポーター養成講座

介護予防講演会～健口体操～
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消費生活 ファイル消費生活 ファイル相談相談 「クレジットカードの現金化」は厳禁！

　近年、「クレジットカードで現金化する」とうたって、
カードのショッピング枠を不正に利用させるトラブ
ルが増加しています。
【ケース①】キャッシュバック方式
　借金の返済に40万円がすぐ必要なＡさん。インター
ネットの広告に、「CD-ROM（50万円）をカードで買っ
てくれれば、８割の40万円をキャッシュバックします」
とあり、助かったとばかりにすぐ購入。しかし、後日、ク
レジットカード会社から50万円の請求書が届いた。
【ケース②】買取屋方式
　会社の資金繰りで40万円がすぐ手元に欲しいＢ社
長。看板の「クレジットカード現金化」「その場で換金」
にひかれ、ある店に入ると「私の店の商品（50万円）を
カードで購入して、すぐ返してくれれば、手数料（２
割）を差し引いた40万円をお渡しします。」と。すぐ手
続きし、40万円を手にした。しかし、やはり後日、カー
ド会社から50万円の請求書が来て…
　Ａさんが手にしたのは、ほとんど価値のない
CD-ROMと現金40万円。Ｂ社長は現金40万円だけです。
結局、カード会社に50万円支払わなければならないの
で、10万円の損です。（※金利で計算すると年300％も
の高利になります。）中には、約束されたお金すら受け
取れなかったというケースもあります。
　【注意点】
○このような「クレジットカードの現金化」は、クレジッ

トカード契約に違反する行為で、規約違反として「カ
ードの利用停止」「カードの強制退会」を受けること
にもなります。

○カードの現金化で一時的には助かっても、カードを
利用した分は支払わなくてはならず、結局は自分の
債務を増やすことになります。　

○業者に提供したカード番号や個人情報等が悪用さ
れてしまうことがあります。

○場合によっては、利用者本人が犯罪に問われたり、
トラブルに巻き込まれたりすることがあります。

　インターネット・新聞・雑誌等でこのような広告を
見かけても、絶対申し込んではいけません。借金等で
困ったときは、消費生活センターや弁護士・司法書士
等に速やかに相談しましょう。

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～）
10／２㈯10：00～15：00　尾道市民センターむかいしま
10／８㈮10：00～15：00　道の駅クロスロードみつぎ
10／12㈫10：30～15：00　因島総合支所前駐車場
10／13㈬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
「クリスマスの小物をつくろう」

10／２㈯
10／８㈮
10／12㈫
10／13㈬

費用：350円、持参物：裁縫道具
（リサイクル教室　10：00～）
９／24㈮９：00～12：00　ゆきひろメイト店
９／25㈯９：00～12：00　ええじゃん尾道（東尾道）

出張販売＆リサイクル教室
「秋の小物をつくろう」

９／24㈮
９／25㈯

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９／19㈰
13：30～

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９／22㈬

10：15～12：00

感謝セール「夏物衣料最終処分セール」9／14㈫
～26㈰

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９／22㈬

13：30～14：30

10／３㈰
10：00～15：00

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10／ 7 ㈭

13：30～15：00

※出店希望の人は、リサイクルセンターへ
申込（出店料1,000円）

フリーマーケット
～毎月第１日曜日はフリーマーケットの日です～

(☎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

■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）
■土・日・祝日（年末年始を除く）は消費者ホットライン
　（国民生活センター）へ！
　国民生活センター（☎0570-064-370）
※ＩＰ電話からは不可
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尾道市職員の採用（募集）尾道市職員の採用（募集）

受付期間　９月22日㈬までの８：30～17：15（土・日・祝日を除く）　※郵送の場合も含め、受付締切日（９月22日）17：15までに必着
試 験 日　第一次試験　10月17日㈰＜場所：尾道大学＞　※第二次試験は11月中旬、最終試験は12月中旬を予定しています。
試験案内・申込書等の請求方法
直接受け取る場合　　職員課・総合案内、各支所など市機関の窓口で、８：30～17：15（土・日・祝日を除く）に配布しています。
郵送で請求する場合　送付用封筒の表に「（職種名）採用試験用紙請求」と朱書し、裏に請求者の「郵便番号・住所・名前」を明記のうえ、書類送
付に係る郵送料として140円切手を張った「あて先、郵便番号明記の返信用封筒（角形2号：縦33.2×横24㎝）」を同封して請求してください。

インターネットで出力する場合　市ホームページにPDF形式で作成した試験案内・申込書等を掲載していますので、ダウンロードしてください。
◎その他、詳しくは「平成22年度尾道市職員採用候補者試験案内」または市ホームページでご確認ください。

　　〒722-8501　尾道市久保一丁目15-１　職員課内　尾道市試験委員会（☎0848-25-7342）
　　http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/shokuin/shokuinboshuvol1.html

第一次試験は10月17日㈰に実施
（応募期間：９月６日㈪～９月22日㈬）

※全職種で「総合的選考（一能に秀でた人等）」による加点措置制度を取り入れています。

Ａ．上級事務
Ｂ．上級技術（土木）
Ｃ．初級事務

Ｄ．上級事務
　（身体障害者対象）

Ｅ．初級事務
　（身体障害者対象）

Ｆ．幼稚園教諭・保育士

Ｇ．薬剤師

Ｈ．診療放射線技師

Ｉ．臨床検査技師

Ｊ．理学療法士

Ｋ．作業療法士

Ｌ．言語聴覚士

Ｍ．臨床工学技士

Ｎ．管理栄養士

Ｏ．消防

６人
４人
１人

若干名

８人

２人

２人

３人

２人

１人

２人

２人

２人

８人

受験資格募集職種 採用予定人員
昭和58年４月２日から平成元年４月１日までに生まれた人
昭和55年４月２日以降に生まれた人
平成元年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた人
介護者なしに事務職としての職務の遂行が可能な人で、次のいずれにも該当する人①
昭和58年４月２日から平成元年４月１日までに生まれた人②身体障害者手帳の交付を
受けている人③活字印刷文による出題に対応できる人
介護者なしに事務職としての職務の遂行が可能な人で、次のいずれにも該当する人①
平成元年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた人③身体障害者手帳の交付を
受けている人③活字印刷文による出題に対応できる人
次のいずれにも該当する人①昭和58年４月２日以降に生まれた人②教育職員免許法による
幼稚園教諭免許を有する人または平成23年３月31日までに免許取得見込みの人③児童福祉
法施行令による保育士の登録をした人または平成23年３月31日までに登録見込みの人
昭和55年４月２日以降に生まれた人で、薬剤師法による薬剤師免許を有する人または
平成22年度実施の国家試験で免許取得見込みの人
昭和55年４月２日以降に生まれた人で、診療放射線技師法による診療放射線技師免許
を有する人または平成22年度実施の国家試験で免許取得見込みの人
昭和55年４月２日以降に生まれた人で、臨床検査技師等に関する法律による臨床検査
技師免許を有する人または平成22年度実施の国家試験で免許取得見込みの人
昭和55年４月２日以降に生まれた人で、理学療法士及び作業療法士法による理学療法
士免許を有する人または平成22年度実施の国家試験で免許取得見込みの人
昭和55年４月２日以降に生まれた人で、理学療法士及び作業療法士法による作業療法
士免許を有する人または平成22年度実施の国家試験で免許取得見込みの人
昭和55年４月２日以降に生まれた人で、言語聴覚士法による言語聴覚士免許を有する
人または平成22年度実施の国家試験で免許取得見込みの人
昭和55年４月２日以降に生まれた人で、臨床工学技士法による臨床工学技士免許を有
する人または平成22年度実施の国家試験で免許取得見込みの人
昭和55年４月２日以降に生まれた人で、栄養士法による管理栄養士免許を有する人ま
たは平成22年度実施の国家試験で免許取得見込みの人
次のいずれにも該当する人①昭和60年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた
人②尾道市に住居を有する人または概ね１時間以内に尾道市消防局管内の最寄りの消
防署所に到着できる地域内に居住できる人③消防業務に必要な体力を有する人
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一日総合相談室　10月1日㈮一日総合相談室　10月1日㈮
  行政への意見や要望、日常生活での心配ごとや困りごとなどに
専門の相談員が応対します。気軽にお越しください。（料金無料）
日時　10月１日㈮10：00～15：00
場所　市役所５階委員会室
相談内容（例）
●国・県・市など行政機関への意見・要望 ●登記
●人権問題 ●職業相談・職業紹介 ●県税全般
●保健衛生 ●土地測量・土地境界
●児童虐待や配偶者からの暴力（ＤＶ）
●福祉全般 ●防犯 ●遺言・相続 ●交通事故
●多重債務 ●成年後見 ●家庭内のもめごとなど
※弁護士相談は、13：00～16：00で予約が必要です。（先着順）
　９月17日㈮から予約を受け付けます。

　秘書広報課広報広聴係（☎0848-25-7395）

中国四国管区行政評価局（行政相談委員）
広島法務局尾道支局
広島労働局尾道公共職業安定所
広島県東部県税事務所尾道分室
広島県東部厚生環境事務所・保健所
広島県東部こども家庭センター
広島県警察本部尾道警察署
尾道市（関係各課）
尾道市福祉事務所（女性相談）
尾道市社会福祉協議会
広島弁護士会尾道地区会
広島司法書士会尾道支部
広島県行政書士会尾道支部
尾道市人権擁護委員会
広島県土地家屋調査士会尾道支部

国

県

市
、そ
の
他

■参加機関

尾道しごと館（夜間相談）　
　専門のアドバイザーが、仕事や就
職に関しての不安や悩みをあなた
と一緒に考える相談窓口として、夜
間相談を開始します。（要予約）
日時　９月21日㈫、10月５日㈫
　①18：00～18：50②19：00～19：50
場所　市役所分庁舎会議室（本庁向かい）
対象　仕事や就職に悩みや不安を持つ人
（求職中の人、現在の職業の適性に悩ん
でいる人）
内容　キャリアコンサルティング
や職業適正診断など
　　商工課（☎0848-25-7182）

法の日（10月１日）記念行事
司法書士一日無料相談会
■三原会場
日時　10月２日㈯10：00～15：00
場所　サン・シープラザ３階（三原市城町）
■尾道会場
日時　10月３日㈰10：00～15：00
場所　尾道絵のまち館３階（土堂二丁目） 
相談内容　土地・建物の登記（相続、
遺言、贈与、売買、財産分与など）、

会社・法人の登記、裁判所に提出
する書類作成、簡易裁判所訴訟代
理、成年後見など（予約不要）
相談員　広島司法書士会尾道支部
所属の司法書士
　広島司法書士会尾道支部
　（☎0848-23-7969）

無料法律相談室
日時　10月４日㈪10：00～15：00
場所　しまなみ交流館２階大会議室
相談内容　金銭、土地建物、登記、夫
婦親子、相続、交通事故等の法律
問題（予約不要）
　広島地方検察庁尾道支部
　（☎0848-23-3529）

行政書士一日無料相談会
日時　10月16日㈯10：00～16：00
場所　総合福祉センター１階小会議室
相談内容　相続、遺言、公正証書、農
地転用、各種許認可（建設業な
ど）、ビザ、在留資格など
※予約不要、秘密厳守
※相談内容の説明に必要な書類（登

記簿など）をご持参ください。
　広島県行政書士会尾道支部
　（民宅　☎0848-29-6514）

10月18日㈪～24日㈰は
秋の行政相談週間
　総務省では、国の行政機関、独立
法人、特殊法人などの仕事につい
て、皆さんの苦情・意見・要望を聴
き、これらを行政運営に反映させる
「行政相談」を行っています。
　市では、この行政相談週間期間中
に、行政相談委員が行政相談所を開
設します。（相談無料、秘密厳守）
日時　10月18日㈪13：00～16：00
場所　市役所５階相談室
※行政相談週間以外でも行政相談を受
け付けています。行政相談委員また
は中国四国管区行政評価局（☎
082-228-6171）へ気軽にご相談くだ
さい。なお、定例の行政相談は、尾道
市役所、みつぎいこい会館、因島総合
支所、瀬戸田支所で行っています。

　秘書広報課広報広聴係
　（☎0848-25-7395）
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木造住宅の耐震診断費補助希望者募集
暮らし安心、わが家も耐震
木造住宅の耐震診断費補助希望者募集
暮らし安心、わが家も耐震

屋外広告物（看板）の設置には
許可申請等が必要です
屋外広告物（看板）の設置には
許可申請等が必要です

　今や、いつどこで起きてもおかしくない大規模地震。そ
の時に備えて、住まいの耐震化を進めましょう。
　木造住宅の安全性を調査する耐震診断費用を、３分の
２以内で上限２万円まで補助します。
対象となる住宅（すべての要件に該当するもの）
①市内にある木造在来軸組構法および伝統的構法の住宅
②昭和56年５月31日以前に着工された戸建て住宅、長屋
住宅または併用住宅（延べ面積の２分の１以上を住宅
の用に供するものに限る）であること
③居住の実態があること
④地階を除く階数が２以下であること
⑤国、地方公共団体、その他公的団体が所有するもの以外
であること
募集件数　先着30件　申込期限　11月30日㈫
　　建築指導課建築指導係（☎0848-25-7245）

　屋外広告物（看板）には、大きな役割があります。店名
などの宣伝をする役割はもちろんのことですが、建築物
や自然の風景などとともに景観を形成する役割があり
ます。
　屋外広告物（看板）の設置をする場合、まちの美観風致
を維持する観点と、強風や地震などによる倒壊で公衆に
危害を及ばないように公衆の安全を守るという観点か
ら、原則、許可を受けなければ設置ができません。
○屋外広告物（看板）の設置を予定している人は、許可
申請等が必要です。
○許可申請をして許可証の交付を受けた人は、許可期間は
１年以内であるため、更新許可申請が必要となります。

　私たちのまちの美観風致を維持し、住みよいまちづ
くりへの皆さんの協力をお願いします。
　まちづくり推進課（☎0848-25-7222）

◆一日若者しごと館
場　所　ハローワーク尾道会議室
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）

◆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。

　因島総合支所しまおこし課（☎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
（祝日を除く）

月～金曜日
８：30～17：15
（祝日を除く）

９月22日㈬
10：00～15：00

開催日時など
詳しくはお問い
合わせください。

「成人式」運営
ボランティアスタッフ募集
～あなたも成人式の運営に関わってみませんか～

「成人式」運営
ボランティアスタッフ募集
～あなたも成人式の運営に関わってみませんか～
　尾道市教育委員会では、ボランティアスタッフとし
て、平成23年成人式の運営を支援していただける人を
募集します。
対象　市内在住の青年（18歳以上30歳未満）で事前の打
合せ会議（11月中旬から下旬を予定）に出席できる人
定員　10人程度
日時　【前日】平成23年１月９日㈰13：00～17：00
　　【当日】平成23年１月10日㈷９：00～13：00
※当日のみ昼食を支給します。
内容　【前日】記念品等の配布物やステージ企画等の準

備、掲示物の作成
　　　【当日】会場内整理、記念品等の受け渡し、ステー

ジ進行補助、後片付けなど
応募方法　10月13日㈬までに「①名前②連絡先（住所・
電話番号等）③所属（学校名）等」を記入のうえ、電話
またはＦＡＸ、Ｅメールで応募
※ＦＡＸ・Ｅメールでの応募の場合、到着確認の連絡を
しますのでご確認ください。
　　生涯学習課（☎0848-25-7362　0848-37-3004）
　shogai@city.onomichi.hiroshima.jp 
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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）
■特別展「圓鍔勝三・元規親子展」
◇開催中、12月19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）

■子ども学芸員の旅作品展　◇９月11日㈯～20日㈷
■コレクションプラス エコール・ド・パリ　◇９月22日㈬～12月26日㈰
観覧料　大人 500円、市内学生・小学生以下無料

(☎0845-27-0800）

■第58回館蔵品展「茶の湯の道具展 名家の道具」　　
◇９月18日㈯～11月23日㈷
観覧料　大人 1,200円、高校生 700円、中学生以下無料

(☎0845-27-3800）
■玄奘三蔵の道 
◇９月18日㈯～12月５日㈰
観覧料　一般 800円、高校・大学生 400円
　　　　小・中学生 200円（市内小・中学生無料）
●館長による展示解説　◇９月25日㈯13：30～

(☎0848-20-7831）

■松本寛治展̶木のしごと̶　◇開催中、９月27日㈪まで
■尾道デザイン作品展　◇10月９日㈯～11月３日㈷
観覧料　無料

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）
■囲碁殿堂展　◇開催中
■「幽玄の間」再現展示中
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）

■青森県立美術館コレクション展　Idol 3　棟方志功＋成田亨＋奈良美智
◇開催中、10月17日㈰まで
観覧料　大人 700円、高校・大学生 500円、中学生以下無料

おのみち市民大学 親子講座－映画上映－

日にち　10月16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　10：00～11：40
第２回　13：00～14：40
第３回　15：30～17：10　
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（９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、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
生涯学習課生涯学習係（☎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

© 2010劇場版「怪談レストラン」製作委員会

怪談レストラン

おのみち市民大学　まちづくり講座

てっぱん談義③てっぱん談義③
　３回シリーズで開催する「てっぱん談義」の最終回です。
　今回のテーマは「てっぱん文化」。尾道と鉄との熱いつ
ながり。そもそも、尾道のてっぱん文化ってなに？これ
までの尾道とこれからの尾道について、学び、考えます。
　今回は特別ゲストにグローリー・エンジェル・クワイ
アの皆さんをお迎えします。イングリッシュ・ハンドベ
ルの音色を聴き、尾道焼きを食べながら、気軽にまちづ
くり談義しませんか。
日　時　９月18日㈯10：00～11：30
場　所　尾道商業会議所記念館広場
司　会　加藤 慈然さん（尾道観光協会理事）
講　師　田坂 光宏さん（内海造船株式会社総務部長）
　　　　林　 良司さん（尾道学研究会企画事務局）
　　　　島谷 豊幸（尾道市てっぱん担当主幹）
　　　　森重 彰文（尾道市海フェスタ推進室長）
特別ゲスト　グローリー・エンジェル・クワイア
　　　　　　（イングリッシュ・ハンドベル）
参加料　100円（事前申込不要）
　生涯学習課生涯学習係（☎0848-20-7444）

てっぱんのまち尾道～尾道の歴史とてっぱん～
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尾道市内の交通事故（８月末日現在） 10月の交通事故統計情報

平成22年
件数
428
420

3
3

506
507

死者 負傷者

昨　　年

県下一斉警戒日 15日㈮
28日㈭

（尾道・因島警察署管内）

東部ブロック警戒日

省エネと 安全重視の エコ運転

10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
５日（火）
13日（水）
18日（月）
25日（月）
26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
５日（火）
７日（木）
８日（金）
18日（月）

みつぎいこい会館
因島総合支所
瀬戸田支所
尾道市役所

登記相談

13日（水）因島総合支所

※行政相談委員が対応

※法務局職員が対応

※人権擁護委員が対応

　秘書広報課広報広聴係
　　（☎0848-25-7395）

弁護士相談（要予約）
法律相談全般
（※受付は９月17日から。先着順）
14日（木）因島総合支所

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
12日（火）
20日（水）
21日（木）

向島支所
因島総合支所
瀬戸田支所

表紙は、尾道大学生がデザインしています。

尾道の景色を見渡せる窓辺で、
ゆっくりのんびりまったりだらーり、
読書したり編み物したりひるねしたりできたら
幸せだな～と思いながら描きました。
あなたの幸せはなんですか。

尾道大学美術学科
デザインコース４年
洲 脇  愛

納期限＝９/30㈭
今月の納税等

固定資産税
都市計画税
国民健康保険料
介護保険料

後期高齢者医療保険料 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）
◇10月14日㈭10：00～11：30
※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）
◇第２・４木曜　13：00～16：00（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）

【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

消防団員募集消防団員募集
「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（☎0848-55-9122）

土地・建物の登記、会社の登記

※28頁に関連記事あり
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