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12月４日～10日は「人権週間」です12月４日～10日は「人権週間」です12月４日～10日は「人権週間」です

11月は「子ども・若者育成支援強調月間」です ●青少年健全育成功労表彰被表彰者（敬称略）
　青少年健全育成功労者の部（13人）
　森光恵美子、黒田康敬、平田義子、松浦寛二、松浦一郎
青山　伸、井上堅二、小田秋良、亀田輝明、小林正義

　迫川節雄、野上純子、行広泰亘
　優良青少年育成団体の部（2団体）
　ふれあいサロン矢立ボランティア
　向東小学校PTA読書サークルあひる文庫
●「少年を守る店」優良店（２店）
　道の駅クロスロードみつぎ、モンマート山本
●青少年健全育成作文入賞者（敬称略）
　（最優秀９人、優秀18人、入選48人／応募数：4,902点）
【小学生の部　最優秀者】なかおここみ（木頃小１年）
　新みやこう大（日比崎小２年）、矢野なご実（栗原小３年）
池田　渉（重井小４年）、村上千拡（長江小５年）

　藤井　和（三成小６年）
【中学生の部　最優秀者】　柿本真琴（尾道中１年）
　臂　美晴（御調中２年）、中司　成（向東中３年）
●家族ふれあいデー標語入賞者（敬称略）
　（最優秀１人、優秀２人、入選３人／応募数：874点）
【最優秀者】道町芽依（木ノ庄西小４年）

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

第23回「いのち・愛・おのみち」人権展・人権講演会

　広島法務局と広島県人権擁護委員連合会は、男女差別や
ＤＶなど、女性をめぐるさまざまな人権問題を積極的に把
握し、問題解決のために援助する専用電話相談「女性の人
権ホットライン」を常時開設しています。
　11月15日㈪～21日㈰は、全国一斉強化週間とし、相談時
間を延長して電話相談に応じます。
電話番号　☎0570-070-810
相談時間　期間中は８：30～19：00（土・日曜は10：00～17：00）

■人権講演会
日時　平成23年１月22日㈯
　　　13：30～（12：30開場）
場所　しまなみ交流館ホール
演題　橋はかかる　人の心に
講師　村崎 太郎さん（猿まわし師）
※太郎・次郎による猿まわし公演もあります。
定員　650人（申込者多数の場合抽選）
※入場無料ですが、入場整理券が必要です。
申込方法　12月10日㈮までに、往復はがきの往信欄に
「①郵便番号②住所③名前④年齢⑤電話番号⑥参加
希望人数（はがき１枚につき２人まで）」、返信欄に
「申込者の宛名」を記入のうえ郵送（必着）
※後日、入場整理券を送付します。講演会の間、未就学
児で託児が必要な人は「⑦子どもの名前⑧子どもの
年齢」も合わせて記入し「託児希望」と朱書きしてく
ださい。（託児定員30人）
　　〒722-0041　尾道市防地町26-24
　人権推進課「人権講演会係」（☎0848-37-2631）

■人権展
◇12月４日㈯～14日㈫／フジグラン尾道３階
内容　人権標語・絵手紙・書など（市民からの応募）、
保育所・幼稚園・小学校・中学校の子どもたちの作品

　子ども・若者の健やかな育成、子ども・若者が社会生活
を円滑に営むことができるようにするため、地域ぐるみ
で取り組みましょう。

　尾道市、広島法務局尾道支局、尾道人権擁護委員協議会で
は、人権週間に合わせて、街頭啓発、人権展・人権講演会など、
協力して啓発活動を展開し、人権尊重思想の普及高揚を呼
びかけています。

【主唱：内閣府】

第46回尾道市青少年健全育成大会
̶人の輪で  愛を育てて  まちづくり̶

　青少年健全育成の実践活動の推進をはかるととも
に、その活動実績が顕著であった人を表彰します。
日時　11月23日㈷13：00～15：30
場所　尾道市民センターむかいしま文化ホール
内容　式典、各種表彰、青少年健全育成最優秀作文発表
アトラクション　マーチングバンドクラブ（日比崎小学校）
　　　　　　　　吉中太鼓（吉和中学校）

　生涯学習課青少年健全育成係（☎0848-37-8744）

※どなたでもご来場いただけます。
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　「私なら尾道をこう変える・JALをこう変える」をテーマに、学生
による意見発表会を行います。併せて、尾道大学の施設見学および
キャンパス整備（校舎建設）についての説明もします。
日時　11月27日㈯
　　　施設見学会　13：00～（集合場所：Ｃ棟１階ロビー）
　　　学生発表会　14：00～15：30
　　　キャンパス整備説明会　15：30～
場所　尾道大学B棟１号教室
●臨時バスを運行しますのでご利用ください。
　【市役所前西行きバス停／12：20発、尾道駅前９番乗り場／12：25発】
※申込不要ですが、臨時バスご利用の人は事前予約をお願いします。
　　尾道大学（☎0848-22-8311）

出願期間　平成23年１月４日㈫～17日㈪必着

※募集人員は、社会人および外国人留学生を含む
事前出願資格審査　12月１日㈬～14日㈫
試 験 日　平成23年２月６日㈰
合格発表　平成23年２月14日㈪
　尾道大学大学院事務局（☎0848-22-8311）
http://www.onomichi-u.ac.jp/

尾道大学で施設見学・意見発表・Ｅ棟説明会尾道大学で施設見学・意見発表・Ｅ棟説明会 平成23年度
尾道大学大学院（修士課程）学生募集
平成23年度
尾道大学大学院（修士課程）学生募集

研究科・専攻 募集人員
経済情報研究科経済情報専攻
日本文学研究科日本文学専攻
美術研究科美術専攻

８人
６人
12人

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/

11月21日㈰
　　23日㈷
　　27日㈯
　　28日㈰

12月４日㈯
　　５日㈰

JLTFB級C級D級ダブルス大会決勝大会
第33回全国選抜高校テニス大会中国地区大会～21日
バスケットボール講習会／広島県クラブユース選手権U-14、27日、28日
日刊スポーツ旗争奪2010グランドチャンピオン大会～21日
2010フルーツカップ中四国6人制女子バレーボール大会

11月16日㈫
19日㈮

20日㈯

21日㈰

神村学区対抗ソフトバレーボール大会
尾道秋季親睦バドミントン大会
尾三地区ミニバスケットボール連盟秋季交歓大会
2010年度尾三地区リーグ戦（男子の部最終戦）
スポーツダンス交流大会
2010尾道ジュニアバレーボール練習試合
第15回名誉会長杯ビーチボールバレー大会

※行事案内は予定のため、変更・中止されることがあります。

第25回尾道小学生バレーボール大会
尾三地区高等学校トレーニングセンター（サッカー）
第18回広島県中学校ジュニアソフトテニス選手権大会
クラブユース選手権大会U-14予選リーグ
中国大学野球新人大会
全国専門学校中国ブロック秋季大会／広島県教職員卓球選手権大会
第７回中国四国少年軟式野球友好親善交流会広島大会～28日
平成22年度尾道市スポーツフェスティバル第23回市民ソフトバレーボール大会
おのみち100歳ダブルステニス大会
第10回広島県シニアテニス連盟冬季大会
平成22年度広島県インドアソフトテニス選手権～５日
府中サッカー協会主催府中親善サッカー大会
第12回しまなみゴーセンカップ中学生ソフトテニス研修大会～５日
第９回中国・四国杯争奪シニア野球大会／フェニックスジュニアユース交流大会
第36回広島県少年サッカー大会／尾商OB親善野球大会
第29回尾道サッカーフェスティバル、12日
エミコバトントワラーズ大会／2010X'masコンサートinびんご
C３フェニックス交流大会地域社会貢献組合協賛大会
第7回西日本ゴーセンカップ中学生ソフトテニス研修大会団体～12日
高野連審判部交流大会
第12回広島県東部地区ソフトバレー大会４人制
第90回全国ラグビーフットボール大会出場壮行試合
芦品親睦学童軟式野球大会

23日㈷

26日㈮

27日㈯

28日㈰

12月１日㈬

４日㈯

５日㈰

11日㈯

　12日㈰

11月17日㈬は停電作業のため終日休園となります
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　平成23年尾道市成人式に該当する人で、尾道市に住民登録・外国人登録
がある人には、12月初旬に案内状を郵送します。12月15日㈬までに案内状
が届かない場合は、ご連絡ください。
●市外に住民登録または外国人登録がある人で、参加を希望する場合は、
往復はがきで申し込んでください。案内状を発送します。
　往信欄：名前・性別・生年月日・郵便番号・住所・電話番号・申込理由（案内
状の送付先が異なる場合はその住所等も記載）
　返信欄：案内状送付先の宛名
※案内状が無くても、尾道市出身者で生年月日が対象者であれば、当日の
参加を受け付けます。
◆成人式の日程
日時　平成23年１月10日㈷10：30～11：42（10：00開場）
場所　びんご運動公園健康スポーツセンター
対象　平成２年４月２日から平成３年４月１日までに生まれた人
●因島・瀬戸田地区からの送迎バスを運行します
発着場所　【因島地区】芸予文化情報センター【瀬戸田地区】瀬戸田市民会館
発車時間　（行き）因島・瀬戸田発／９：00（帰り）会場発／式終了から30分後
※因島・瀬戸田地区の人には、案内状と一緒に、送迎バス利用の有無につい
ての調査票を送付しますので、必要事項を記入のうえ返送してください。
　　生涯学習課生涯学習係（☎0848-20-7444　0848-37-3004）
※その他、成人式の案内に関する問い合わせは、次の窓口でも受け付けます。
　因島瀬戸田地域教育課生涯学習係（☎0845-26-6206）
　瀬戸田公民館（☎0845-27-1878）

　地上テレビ放送は、来年７月に地上デ
ジタル放送に完全移行します。
　マンション、アパートなどの集合住宅
の共聴施設においては、デジタル化のた
めの改修が必要な場合があります。集合
住宅共聴施設のデジタル化対応にあた
り、費用の一部を国が助成する制度があ
ります。助成対象となるのは、世帯当た
り３万５千円以上の負担経費がかかる
場合で、最大２分の１の助成が受けられ
ます。助成金の申請受付は、12月28日㈫
までです。
　アナログ放送終了まで１年を切りまし
た。早目にデジタル化対応をしていただ
くようお願いします。
　デジサポ広島助成金相談窓口
　（☎082-249-7451）

「平成23年尾道市成人式」開催案内を郵送します「平成23年尾道市成人式」開催案内を郵送します 集合住宅のオーナー・管理組合の皆さん
地デジの準備はお済みですか
～デジタル化対応への助成金制度～

集合住宅のオーナー・管理組合の皆さん
地デジの準備はお済みですか
～デジタル化対応への助成金制度～

消費生活 ファイル消費生活 ファイル相談相談 来年７月に地上テレビ放送は
アナログからデジタルに完全移行

　来年７月に完全移行する地上デジタルテレビ放送
（以下、地デジ）を視聴するためには、デジタルテレビ
やデジタルチューナー等の購入、ＵＨＦアンテナの設
置・調整、共同受信施設の改修、ケーブルテレビへの加
入など、視聴者側でも各自の受信状況に応じた準備が
必要です。しかし、こういったことについて消費者が
十分な知識を持っていないことも多く、それにつけ込
んで不要な部品交換をして代金を請求するような悪
質商法が発生しています。

◎こんなことに気をつけて
◇総務省職員等が工事等を理由に代金を請求するこ
とはありません。
◇身に覚えのない地デジに関する金銭の請求を受け
たときは、すぐには支払わず、最寄りの関係機関に
相談してください。

◎デジタル放送の対応に向けての注意点
◇来年7月で、アナログテレビはそのままではテレビ
放送を視聴できなくなります。
◇来年7月以降、テレビ放送を視聴するためには、デジ
タルテレビ等の購入のほか、共同受信施設の改修や
アンテナ設置等が必要な場合があるが、これらの工
事は視聴者自身で対応してもらう必要があります。
◇分からないことは、総務省地デジコールセンター
　（☎0570-07-0101）に問い合わせてください。

■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）
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　尾道松江線（起点：尾道市、終点：島根県松江市）のう
ち、尾道市から世羅町区間（L=19.2㎞）が、11月27日㈯
15時に開通します。
　尾道本線料金所から世羅I.C間は無料ですが、尾道
I.C、福山西I.Cから尾道本線料金所までの間は、通行料
金が必要となります。
※尾道本線料金所付近から一般道への出入りはでき
ません。
※有料区間は割引適用条件を満たしている場合、各種
割引の適用があります。
　土木課（☎0848-25-7254）

手続方法　買受を希望する人は「市有財産売却申請書」に必要事項を記載し、実印を押印のうえ、必要書類を添付
して各物件を所管する市役所・支所の担当課へご持参ください。先着一人に限り受理します。

※ただし、受付開始日に限り複数の申請があった場合は、予定価格を超えて金額の高い方または抽選により決定
します。
受付開始　11月24日㈬８：30から（土・日・祝日を除く）
※詳しくは市ホームページをご覧いただくか、各担当課へお問い合わせください。
　①については契約管財課（☎0848-25-7284）
　②～⑤については瀬戸田支所しまおこし課（☎0845-27-2213）

中国横断自動車道尾道松江線開通に
伴う通行料金
中国横断自動車道尾道松江線開通に
伴う通行料金
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総合福祉センター総合福祉センター

番号・場所 地目 価　格面積
①西則末町5310番１
②瀬戸田町名荷字井柳290番１
③瀬戸田町名荷字井柳293番４
④瀬戸田町名荷字井柳293番３
⑤瀬戸田町名荷字井柳294番１

宅 地
宅 地
宅 地
宅 地
宅 地

1005.38㎡
238.81㎡
227.55㎡
213.33㎡
256.78㎡

予定価格以上
4,053,000円
3,862,000円
3,621,000円
4,315,000円

すでに入札・公募を実施した物件で、売払いに至
らなかった次の物件を先着順に売却します。

尾道I.C 福山西I.C

尾道北I.C

至：世羅

【注意】
無料区間ですが、
有料区間として取り扱い
されます。

尾
道
松
江
線

山陽自動車道
尾道
JCT

尾道本線料金所

有料区間 普通車
300円有料区間 普通車

200円

市有財産を随意で売払いします

◆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）
◆尾道しごと館（夜間相談）
場　所　市役所分庁舎会議室（本庁舎向かい）
対　象　仕事をお探しの人、働き方に不安を持つ人（年齢不問）
内　容　専門のアドバイザーによるキャリア相談や職業適性診断など
　　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）

原則第１・第３火曜日
①18：00～18：50
②19：00～19：50
（祝日を除く）

月～金曜日
８：30～17：15
（祝日を除く）

11月24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。
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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）

■コレクションプラス「エコール・ド・パリ」　◇開催中、12月26日㈰まで
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」　　
◇開催中、11月23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）
■特別展「追想̶平山郁夫・玄奘三蔵の道」 
◇開催中、12月５日㈰まで
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）
●展示作品解説　◇12月13日㈪19：00～20：00（料金1,000円）

(☎0848-20-7831）

■In focus 1　卒業生の現在　◇11月13日㈯～12月５日㈰
観覧料　無料　●アーティスト・トーク◇11月14日㈰14：00～
●尾道の収集　佐藤隼によるワークショップ◇11月28日㈰14：00～（要申込15人）

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）

■小林和作展̶収蔵コレクションで辿る開館30年の歩み̶
◇開催中、12月12日㈰まで
観覧料　大人 300円、高校・大学生 200円、中学生以下無料
●当館学芸員による列品解説　◇11月28日㈰14：00～14：30
●わいわい がやがや おしゃべり鑑賞会
◇12月12日㈰14：00～15：00（中学生以下対象、付添一人入館無料）

おのみち市民大学 親子講座－映画上映－

日にち　12月18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　10：00～12：00
第２回　13：00～15：00
第３回　15：30～17：30　
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（11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

劇場版 機動戦士 ガンダム00

©  創通・サンライズ・毎日放送

国際理解セミナー

にしゃんた博士の
“わいわい国際ミーティング”
～ぼくは日本人になりました！～
日時　12月10日㈮19：30～21：00
　　　（受付18：30～）
場所　しまなみ交流館ホール
講師　J.A.T.D.にしゃんた
入場料　無料（申込不要）
　生涯学習課生涯学習係
　（☎0848-20-7444）

　1987年高校生の時、ボーイスカウトとしてスリランカより初来

日。いったん帰国するも、父が用意してくれた７万円と片道切符を

手に17歳で日本へ留学。立命館大学在学中は外国人弁論大会です

べて優勝という経歴を持つ。現在、羽衣国際大学の准教授という本

業の傍ら、講演･執筆活動と広範囲に活動の幅を広げている。また、

落語家としても活躍、テレビ番組にも出演し人気を博している。
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尾道市内の交通事故（10月28日現在） 12月の交通事故統計情報

平成22年
件数 死者 負傷者

昨　　年

県下一斉警戒日

（尾道・因島警察署管内）

東部ブロック警戒日

うしろもね シートベルトは 全席で！！

12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
６日（月）
７日（火）
８日（水）
20日（月）
28日（火）

尾道市役所
みつぎいこい会館
因島総合支所、瀬戸田支所
向島支所
瀬戸田支所

行政相談
国や特殊法人に対する意見、要望
２日（木）
７日（火）
10日（金）
13日（月）

因島総合支所
みつぎいこい会館
瀬戸田支所
尾道市役所

登記相談

８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11月17日から。先着順）
１日（水）
６日（月）
９日（木）

向島支所
尾道市役所
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
14日（火）
15日（水）
16日（木）
20日（月）

向島支所
因島総合支所
瀬戸田支所
尾道市役所

表紙は、尾道大学生がデザインしています。

納期限＝11/30㈫
今月の納税等

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）
◇12月９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

21日㈫
28日㈫

紅葉の季節となりました。
落ち葉が風に吹かれて飛んだり転がったり、
隅っこに集まったりとても賑やかです。
晴れの楽しい季節です。

尾道大学美術学科４年
デザイン専攻
河村真名

秋の色

544
530

５
５

641
639
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