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●第１回
日時　１月20日㈭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、材料費250円程度
●第２回
日時　１月31日㈪13：30～15：30
場所　みつぎいきいきセンター
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、できるだけ２回とも参加できる人

申込期限　１月13日㈭
定員　先着15人
　　御調保健福祉センター（☎0848-76-2235）

　男性のみの料理教室で、食の自立を目指しませんか。
日時　１月19日㈬10：00～13：00
場所　御調保健福祉センター２階栄養指導室
対象　概ね65歳以上の男性　定員　概ね20人
持参物　米一合、エプロン、三角巾、手拭タオル
参加費　500円程度（予定）　申込期限　１月12日㈬
　　尾道市北部地域包括支援センター（☎0848-76-2495）

　県内でがんになった女性7,377人のうち、一番多いのは
乳がんと大腸がん（ともに17％）です。がんは進行するま
で気づきません。40歳になったら、定期的に検診を受け
ましょう。
　検診は医療機関健診または集団健診で受けることが
できます。
医療機関で受ける場合は
　直接「尾道市の検診」と言って予約してください。通年
受診可能です。大腸がん検診（便潜血検査）は尾道市内の
多くの医療機関で受診できます。直接お問い合わせくだ
さい。

●医療機関での検診（尾道市立市民病院は予約終了）
乳がん検診が受診できる医療機関（予約先）
ＪＡ尾道総合病院（人間ドック係）　☎0848-22-8111／古浜町
公立みつぎ総合病院　　　☎0848-76-1111／御調町
因島医師会病院　　　　　☎0845-24-1244／因島中庄町
因島総合病院　　　　　　☎0845-22-2552／因島土生町
沼隈病院　　　　　　　　☎084-988-1888／福山市沼隈町
※神原病院（■）　　　　　☎084-951-1007／福山市赤坂町
※うだ胃腸科内科外科クリニック（■）☎084-922-2445／福山市沖野上町
※いしいクリニック（■）　☎084-960-5565／福山市神辺町
※福山医療センター（▲）  ☎084-922-0001／福山市沖野上町
興生総合病院（■）（▲）　　☎0848-63-5500／三原市円一町
　※は健康診査のお知らせ配布後に追加された医療機関。
■は平日の午後・土曜日の午前も受診可。
　▲はクーポン（対象者は６月に通知済）の人のみ。
◎尾道市の乳がん検診は視触診とマンモグラフィです。委託外の
超音波検査などの検査を実施した場合は追加料金が必要です。

●集団健診【大腸がん・乳がん検診】受付９：00～11：00
　①１月19日㈬・20日㈭／総合福祉センター
　②２月３日㈭　　　／芸予文化情報センター
　③２月４日㈮　　　／御調保健福祉センター
　④２月９日㈬　　　／総合福祉センター
申込期限　①は12月14日㈫、②～④は12月24日㈮
※受付時間など詳しくは10日前に郵送で連絡します。

対象　尾道市民で平成23年３月31日時点の年齢が40歳以上の偶数
年齢の女性と、乳がん検診無料クーポン券持参の人

対象　尾道市民で平成23年３月31日時点の年齢が40歳以上の人
内容　便潜血検査

集団健診申込方法（いずれかの方法で）
●郵便・Ｅメール・ＦＡＸで申込
　件名「集団健診の申込」と記入、本文に「①受診希望日（第
１・第２希望まで）②希望検診名（乳がん・大腸）③住所④
名前（ふりがな）⑤性別⑥生年月日⑦年齢⑧電話番号

●広報おのみち５月折込チラシ健康診査お知らせの申
込書で郵送（12月31日まで切手不要）
●直接窓口へ来所［健康推進課（総合福祉センター１
階）、向島支所、各保健センター］
問い合わせ先　〒722-0017　尾道市門田町22-５
　健康推進課予防係（☎0848-24-1962　0848-24-1966）
　kenko@city.onomichi.hiroshima.jp

～早期発見・早期治療で90％以上が完治～集団健診（大腸がん・乳がん検診）の申込期限を延長

元気はつらつ！！健康づくりセミナー
～おなか周りがちょっと気になる
　あなたのための講座（メタボ予防）～（2回シリーズ）

さすが会～男の料理教室～

　統合失調症の人のご家族に、病気や福祉制度・接し
方などについての理解を深めてもらうための教室を
開催します。病気のこと、福祉制度のこと、日ごろ困っ
ていることなど、一緒に学んでみませんか。（要申込）
対　象　市内在住の統合失調症の人の家族で、次の日

程で３回通して参加できる人
日にち・内容
①１月26日㈬　病気について正しく知ろう
②２月２日㈬　本人との関わり方と家族の健康について
③２月９日㈬　家族からの体験談／福祉制度、社会資

源について知ろう
時　間　13：30～15：00
場　所　公会堂別館32号室（２月９日のみ分庁舎会議室）
参加費　無料　定員　15人　申込期限　１月19日㈬
　　社会福祉課障害福祉係（☎0848-25-7124）

家族教室～こころの病気の人のご家族へ～

乳がん検診
自己負担金（円） 医療機関

集団健診

40～68歳
1,000
1,000

76歳以上
300
̶

大腸がん検診
自己負担金（円） 医療機関

集団健診

40～69歳
1,300
600

70～74歳
400
200

75歳以上
200
200

70～74歳
700
300
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年末年始のごみ収集

年末年始のし尿収集 くみとり依頼は早めに行い、計画的に収集できるようにご協力をお願いします。

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）

　※①因島・瀬戸田地区は12月29日㈬に燃
やせるごみのみ収集します。（ごみ収集カレ
ンダーをご覧ください。）
　旧尾道・御調・向島地区は12月30日㈭まで
平常通り収集します。
　年始は全市１月４日㈫から平常通り収集
します。

　資源回収の日程が変更になっている地域は次のとおりです。ご注意ください。

　右表を除く土・日・祝日、
12月29日㈬～１月３日㈪
は休みです。
　きちんと分別して、持ち
込んでください。
　混雑しますので早めに
持ち込んでください。

施設名・問い合わせ先 持込受付日
年末年始・休日ごみ持込受付　対象は家庭からのごみ（資源物・粗大ごみも含む）

12月23日（天皇誕生日）・1月10日（成人の日）は、次の地域で燃やせるごみ（可燃）を収集します

尾道市クリーンセンター
　清掃事務所（☎0848-48-2900）

12月26日㈰８：30～12：00、13：00～16：00
12月29日㈬８：30～12：00、13：00～16：00
12月30日㈭８：30～12：00

12月30日㈭９：00～12：00
１月９日㈰９：00～12：00、13：00～16：00
（生ごみを除く）

12月29日㈬８：30～12：00、13：00～16：00
12月30日㈭８：30～12：00

12月29日㈬10：00～12：00、13：00～16：00
12月30日㈭10：00～12：00

12月26日㈰８：30～12：00
12月30日㈭８：30～13：00

12月29日㈬～１月３日㈪は休みです。

向島クリーンセンター
　清掃事務所（☎0848-48-2900）

御調清掃センター
　清掃事務所（☎0848-48-2900）

因島リサイクルセンター
　南部清掃事務所（☎0845-24-0432）

瀬戸田名荷埋立処分地
　南部清掃事務所瀬戸田分所（☎0845-27-0454）
※12／30、１／９は（☎0845-27-4810）

南部清掃事務所
　南部清掃事務所（☎0845-24-0432）

旧尾道・御調・向島地区
因島地区
瀬戸田地区

休
休
休

休
休
休

休
休
休

休
休
休

休
休
休

休

休 休
休

休
休
休

12月 １月
「休」は休みです。
「○」は平常通り収集。

26日
㈰

○
休
休

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○○

○

○

25日
㈯

27日
㈪
28日
㈫

29日
㈬
30日
㈭

31日
㈮

１日
㈷

２日
㈰

３日
㈪

４日
㈫

５日
㈬

６日
㈭

旧尾道・御調・向島地区
因島地区
瀬戸田地区

休
休
休

休
休
休

休
休
休

休
休
休

○
○
○

○
○
○

○ ○
休
休

12月 １月
「休」は休みです。
「○」は平常通り収集。

28日
㈫

29日
㈬
30日
㈭

31日
㈮

１日
㈷

２日
㈰

３日
㈪

４日
㈫

※①

※①

収集日以外に出したごみは、収集されずに残りますから、絶対に出さないでください。

　12月16日㈭：向東Ｂ地区／12月20日㈪：久保地区／1月5日㈬：原田・西藤地区／1月17日㈪：百島地区
旧尾道地区 年末年始の資源回収

燃やせるごみ収集が月・木曜日の地域（燃やせるごみ収集が月・水・金曜日の地域は収集し
ません。）（※12月23日のみ「埋め立てごみ収集が第４番目の木曜日」の地域で「埋め立てご
み」を収集します。）

Ａ地区－兼吉・小歌島・東富・中富・西富・土井・宇立・川尻・宇山（燃やせるごみ収集が月・木
曜日の地域）

因 島 地 区
瀬 戸 田 地 区
御 調 地 区

旧 尾 道 地 区
（下記を除く地域）

向 島 地 区

ごみ収集カレンダーどおり（燃やせるごみ収集が月・木曜日の地域）
瀬戸田・沢・鹿田原・港・中野・福田・高根（燃やせるごみ収集が月・木曜日の地域）
市・上川辺・今津野（※今津野は12月23日のみ収集。1月10日は収集しませんのでご注意ください。）

※12月23日・１月10日は、ごみの持ち込み受付はありません。
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Inf
ormation

お知らせ・募集　

高齢者の所得税等の障害者控除

　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。
　認定証の交付には日数を要しま
すので、余裕をもって申請してくだ
さい。
※要介護認定を受けていない場合
は、診断書（障害者控除対象者認
定用）が必要です。
　高齢者福祉課（☎0848-25-7137）

申込期限迫る！
地デジ簡易チューナー無償給付

　総務省では、経済的な理由等で地
上デジタル放送に移行することが
難しい世帯に対し、簡易チューナー
（１台）の無償給付等の支援を実施
しています。
対象　生活保護世帯、障害者がいる
世帯で世帯全員が市町村民税非
課税世帯等のＮＨＫ放送受信料
が全額免除となっている世帯
申込期限　12月28日㈫
　総務省地デジチューナー支援実
施センター（☎0570-033840）
　※平日９：00～21：00／土・日・祝
日９：00～18：00

尾道市議会議員一般選挙および
尾道市長選挙立候補予定者の皆さんへ

　平成23年４月24日㈰に、尾道市議
会議員一般選挙（定数32人）および
尾道市長選挙が行われる予定です。
次のことに関しては、選挙管理委員
会事務局に問い合わせてください。
①選挙運動の公費負担について
　（選挙運動用ポスター作成費、選
挙運動用自動車の借入れ契約等）
②選挙公報について
※選挙運動用ポスター作成を早目
に予定している人は、ポスター作
成上の留意点についての資料を
お渡しします。詳しくは、２月27
日㈰に開催予定の立候補予定者
説明会で説明します。
　選挙管理委員会事務局
　（☎0848-25-7258）

選挙運動および政治活動

①選挙運動
　選挙運動とは、特定の選挙につい
て、特定の候補者を当選させるため
の行為をいいます。
　選挙運動は、本来自由に行うべき
ものですが、選挙の公正を守るため
一定のルールを設けています。
　例えば、選挙運動のできる期間
は、告示の日（立候補の届出の日）か
ら投票日の前日までで、立候補届出
前の選挙運動は事前運動といい禁
止されています。それに、戸別訪問、
飲食物の提供（茶菓子程度は除く）
なども禁止されています。また、選
挙運動に使用する事務所、自動車、
看板なども数・規格の制限があり、
選挙運動に使用する費用にも制限
があります。
②政治活動
　政治活動とは、政治上の主義や施
策を推進・支持すること、または公
職の候補者を推薦・支持すること、
またはこれらに反対することを目
的として行う行為をいいます。ただ
し、原則として選挙運動にわたる行
為は除かれます。
　したがって、個人または政党その
他の政治団体等による政策の普及
宣伝、党勢拡張等の活動、例えば議

会報告会等の開催、議会報告書の頒
布などは、それ自体としては選挙運
動ではなく政治活動であるため、原
則として自由に活動できます。
　しかし、演説会において、特定の立
候補予定者に対する投票依頼を内容
とする演説を行った場合はもちろ
ん、政党その他の政治団体が主催し
てその支持する候補者が出演する演
説会を選挙直前に関係区域で集中し
て開催したような場合も事前運動に
とられる場合もあります。
◎後援会活動（ある政治家の後援会
の会員募集、発会式、総会の開催等、
その政治家の政治的勢力の擁護の
ための行事である限り）は、政治活
動の１つです。しかし、これが選挙
の直前に立候補予定の政治家のた
め広く多数の選挙人に向けて行わ
れるようなときは、事前運動的性格
を帯びてきます。
③その他
　有権者にもいろいろな規制があ
ります。陣中見舞として酒やビール
を候補者などに提供することや、候
補者等から金品や物を受け取った
り要求することも違反となります。
　特にこれからは、歳暮や年賀の
シーズンです。政治家は、選挙区内
の人にお歳暮など贈り物をするこ
とや、年賀状などあいさつ状を出す
ことも禁止されています。日頃か
ら、三ない運動（贈らない、求めな
い、受け取らない）を心に留め、きれ
いで明るい選挙に努めましょう。
　選挙管理委員会事務局
　（☎0848-25-7258）

来年は農業委員の選挙の年です
選挙人名簿登載申請書の提出
をお願いします

　来年は、農業委員会委員の任期満
了にともない、３年に一度行われる
選挙の年です。
　農業委員の選挙は、選挙管理委員
会が確定する農業委員会委員選挙人
名簿に登載されている人でなければ
することができません。この名簿は、
農業委員の選挙権のある人の申請に
基づき、１月１日現在で選挙資格を
調査し、毎年調製するものです。

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）



15広報おのみち・平成22年12月

☎ 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

　地域の代表となる農業委員を決め
る大事な選挙ですので、有資格者は、
12月下旬に送付される申請書に所定
の事項を記入して、１月７日㈮まで
に提出してください。
【選挙権】
　尾道市内に住所を有し、平成３年４
月１日までに生まれた人で、次のいず
れかに該当する人は、尾道市農業委員
会委員選挙の選挙権を有します。
①10アール（１反）以上の農地につき、
耕作の業務を営む人（農業経営者）

②10アール（１反）以上の耕作の業務
を営む人（農業経営者）の同居の親
族またはその配偶者で、年間概ね
60日以上その耕作に従事する人

③10アール（１反）以上の農地につ
き、耕作の業務を営む農業法人の
組合員、社員または株主で、年間概
ね60日以上その耕作に従事する人

　農業委員会事務局
　（☎0848-20-7480）
　御調出張所（☎0848-76-2929）
　向島出張所（☎0848-44-0641）
　因島瀬戸田出張所＜因島＞
　（☎0845-26-6217）
　因島瀬戸田出張所＜瀬戸田＞
　（☎0845-27-2212）

平成23年
尾道観光カレンダーを販売

写真内容　「尾道の人と生活」
　各月１頁（表紙＋12頁）
販売価格　１部 600円
販売場所　尾道駅構内ほか市内４箇
所の観光案内所、観光課、市役所各
支所

　尾道観光協会（☎0848-37-9736）

平成22年工業統計調査に
ご協力ください

　本年も12月31日を調査期日として、
工業統計調査が実施されます。この調
査は、我が国の工業の実態を明らかに
し、工業に関する施策の基礎資料を得
ることを目的としています。
　調査結果は、国や地方公共団体の
行政施策の重要な基礎資料として利
用されるとともに、企業、大学などの
研究資料、小・中・高等学校の教材な

どにも広く利用されています。
　調査員が調査のお願いに伺います
ので、調査へのご協力をよろしくお
願いします。
工業統計調査コールセンター
☎0120-214118（フリーダイヤル）
（12／13～２／10の９：00～19：00）　
※土・日・祝日および12／29～１／３を除く
　政策企画課統計係
　（☎0848-25-7314）

尾道大学教員と学生が
漫画学術書を出版

　尾道大学教員と学生が、共著によ
る漫画学術書「大学准教授・真島弘
之̶モノ言える顧客̶」を出版しま
した。この異色の学術書は、尾道大学
学長裁量教育研究費からの助成を受
けて刊行したもので、㈱日本航空の
経営改革のための提言などを内容と
し、漫画とすることで、一般の人にも
親しみやすいものになっています。
　啓文社各店やオンライン書店で販
売（1,575円）していますので、ぜひ一
度手にとってご覧ください。
　尾道大学経済情報学部
　（安達　☎0848-22-8311）

不正ガソリンに関する情報を
お寄せください

　不正ガソリンとは、正規のガソリ
ンにガソリン以外のものを混ぜたも
ので、車に悪影響があるばかりでな
く、揮発油税の脱税行為になるおそ
れがあります。
■こんなときにはすぐお電話ください。
◎給油時に変なニオイがした。
◎ガソリンに何か混ぜて販売している。
◎給油してから車の調子がおかしい。
　広島国税局不正ガソリン110番
　（☎0120-283-110）

陸上自衛隊高等工科学校生徒
採用試験

■推薦試験
受付期限　１月６日㈭
受験資格　15歳以上17歳未満の男子
試験日・場所　１月15日㈯～17日㈪
の内指定する１日／陸上自衛隊

高等工科学校
■一般試験
受付期限　１月７日㈮
受験資格　15歳以上17歳未満の男子
第１次試験　１月22日㈯
　自衛隊広島地方協力本部尾道出張所
　（☎0848-22-6942）

尾道市営墓地の利用者募集

対象　本市に住所または本籍があり
３年以内に墓が設置できる人（1世
帯１区画の申込となります。）　
①長江墓地
　（長江三丁目　長江中学校体育館南側）
募集数　２区画（１区画㎡／70,000円）
使用料　4.27㎡ 298,900円
　　　　2.18㎡ 152,600円
②因島墓園
　（因島重井町　因島運動公園東側）
募集数　２区画（１区画の面積　約4.00㎡）
使用料　２区画：本市に住所を有す
る人は352,000円、その他の人は
422,000円
※因島墓園のみ維持管理費が必要。
年間4,120円（３年度分を前納）。年
度の中途での使用許可を受けた場
合は月割計算によるものとする。

【共通事項】
申込方法　12月13日㈪～1月14日㈮
に、あらかじめ「墓地・墓園」の場
所を確認のうえ、印鑑、住民票ま
たは戸籍謄（抄）本を持参のうえ、
①は環境政策課、②は因島総合支
所市民生活課へ申込（年末年始、
土・日・祝日を除く）
※電話・郵送での申込はできません。
選考方法　申込数が区画数を超え
る場合は抽選
抽選日時　１月28日㈮
　①長江墓地［10：00～／市役所４
階応接室］②因島墓園［10：00～／
因島総合支所３階401会議室］
　　環境政策課（☎0848-25-7430）
　因島総合支所市民生活課
　（☎0845-26-6208）
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催　し「ひろしまベンチャー助成金」
第16回募集

　起業および事業化を目指す、ユニー
クな事業アイデア、新しい技術、斬新
なビジネスプランを募集します。
助成対象　県内に主たる事業所（事
務所）を置くか、または県内在住
の新規性・独自性のある技術やビ
ジネスプランなどをお持ちの人
で、創業前または創業後研究開発
段階で創業・設立７年未満または
売上高10億円以下の個人・法人
助成内容　ひろしまベンチャー大
賞（法人・個人対象）300万円、エコ
特別賞（法人・個人対象）100万円、
奨励賞（法人対象）100万円～200
万円、育成賞（個人対象）50万円～
100万円
交付条件　中小・ベンチャー企業支
援機関（団体）の継続的な指導を
受けていただくこと
申込方法　12月31日㈮までに、商工
課、商工会議所、広島銀行等の窓
口で配布している所定の申請書
（ホームページからもダウンロー
ド可）に記入のうえ郵送
　　ひろしまベンチャー育成基金
事務局（☎082-504-3861）
　http://www.hiro-venture.or.jp/

「第５回おのみち俳句まつり」
作品募集

課題　「尾道」「春」「さくら」に関す
るもの 
選者　鷹羽狩行（㈳俳人協会会長）
吉原一暁（狩俳句会尾道支部長） 
投句料　２句１組1,000円（小・中学
校の部は無料） 
応募方法　１月22日㈯までに、専用
応募用紙または幅９cm×長さ
25cmの用紙１枚ごとに、中央へ
「俳句」、左へ「住所、名前（ふりが
な）、年齢、電話番号」を明記し、郵
便小為替を同封のうえ郵送にて
投句
　　〒722-0046　尾道市長江一丁目
３-３　尾道観光協会「おのみち俳
句まつり」係（☎0848-37-9736）

平成23年尾道市消防出初式

日時　１月９日㈰９：00～
場所　向島運動公園グラウンド
※雨天の場合は尾道市民センター
　むかいしま文化ホール
内容　竜王太鼓（児童）、腕用ポンプ
（その昔実際に火災現場で使われて
いた消防ポンプ）
放水、小型動力ポ
ンプによる一斉
放水、てっぱん（焼きそば）400食を
来場者に無料配布など
　消防局警防課（☎0848-55-9122）

第10回尾道文学談話会

　横光利一（1898～1947）の「蠅」を
取り上げてお話しします。「蠅」は、
この作家のデビュー作で、文藝春秋
の大正12年５月号に発表されまし
た。今回は、新感覚派の驍将（ぎょう
しょう）と目される横光利一のユ
ニークな表現方法と世界観に注目
してみましょう。
日時　１月６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　12月27日㈪
　　尾道白樺美術館［尾道大学］
　（☎0848-20-7831／火・水曜休館）

中央公民館出前講座
はじめてのキッズ・キッチン教室
因島会場参加者募集

　地域の旬の食材を使って、料理を
楽しみませんか。２回連続の食育講
座です。
■１回目
日時　１月23日㈰９：30～13：00
内容　「食べる意味を考えよう！」
　メニュー：野菜たっぷりピザほか
■２回目
日時　１月30日㈰９：30～13：00
内容　「郷土料理を作ろう！」
　メニュー：わけぎハンバーグほか

地域の食材を使った郷土料理
【共通事項】
場所　重井公民館
対象　４歳～６歳児とその保護者
定員　親子で先着15組
講師　有田妙子さん
　（元安田女子大学家政学部准教授）
費用　一人300円
持参物　エプロン、三角巾、マスク、
ふきん、２回目は弁当箱も

申込方法　１月14日㈮までに「①名
前（保護者・子ども）②住所③電話
番号④子どもの年齢⑤アレルギー
の有無」を電話またはＦＡＸで申
込（※ＦＡＸの場合は必ず中央公
民館宛と明記してください。）

　　中央公民館（平日８：30～17：15）
　（☎0848-44-0683　0848-44-2569）

おのみち歴史博物館特別展
尾道人物伝̶高橋玄洋の世界

期間　開催中、
　１月10日㈷まで
時間　10：00～18：00
（入館は17：30まで／
火曜・年末年始休館）

入館料　一般200円、中
学生以下は無料、共
通500円（おのみち映
画資料館も観覧可）

　文化振興課（☎0848-25-7312）

大上克己似顔絵展
～難病と闘いながら～

　パーキンソン病と闘いながら病の
進行に負けず、リハビリを兼ねて、職
場の仲間や友人、知人の似顔絵を描
いています。
期間　12月13日㈪～１月31日㈪
時間　８：30～17：15
　（土・日・祝日、年末年始を除く）
場所　尾道市人権文化センター
　尾道市人権文化センター
　（☎0848-37-2631）

高橋玄洋「尾道の石段
は人情の積木である」
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　尾道市では、暑い夏を楽しく涼しく快適にお過ごしい
ただくため、家庭や会社などで省エネや温暖化に効果の
ある緑のカーテンの普及・啓発に取り組みました。
　きびしい猛暑にもめげず、市内の約1000世帯・事業所
の皆さんととともに取り組み、そのうち、温暖化防止へ
の効果や市民への啓発、電力使用量や緑のカーテンの見
栄え、PRステッカーの活用などを競う「緑のカーテンコ
ンテスト」に293人が応募され、11月７日開催の「環境ま
つりinおのみち」で表彰しました。
●緑のカーテンコンテスト受賞者（敬称略）
エコ大賞
　【個人】喜多村勝美（向東町）
　【団体】大住海産（東尾道）
金　　賞
　【個人】池田シゲコ（向東町）
　　　　河原達雄（吉浦町）
　【団体】鍋島歯科医院（土堂一丁目）
　　　　㈱アマノ（東尾道）

●平成22年度環境標語
　大人の部329点、子どもの部1,745点の応募があり、この
中から、大人の部・子どもの部ぞれぞれ最優秀賞１点、優
秀賞５点の入賞作品が選ばれました。
【最優秀賞】内海美優さん（長江小５年）
　「ポイ捨て禁止　みんな大好き　きれいな尾道」
【最優秀賞】中谷凌雅さん（重井中２年）
　「捨てるゴミ　智恵と工夫で　リサイクル」
●平成22年度環境美化功労者（敬称略）
　長年にわたり、尾道市内の公共の場所の環境美化に努
められ、特に顕著な功績のあった個人・団体および企業
の功績をたたえるものです。
【個人】畑本凱美（高須町）、大本繁夫（三成）、寺本輝宣（高須町）、
斎藤嘉昭（向東町）、藤野トミエ（山波町）、杉本　秀（因島大浜町）

【団体】鷲尾山城址保勝会（木ノ庄町）、広島県信用組合尾道
支店（高須町）、大浜町衛生組合（因島大浜町）、社会福祉法
人原田ヒカリ会（原田町）、新高山地区保健推進員（新高
山）、中野仲良しクラブ（美ノ郷町）、谷水区（向東町）
　環境政策課（☎0848-25-7430）

【個人】喜多村勝美（向東町）

【団体】大住海産（東尾道）

☎ 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

2010国民読書年イベント
クリスマス「わくわく」フェスタ

日時　12月19日㈰14：00～15：30
場所　向島子ども図書館おはなし
コーナー
内容　オカリナ演奏と楽しい人形劇
対象　幼児・小学生向け（どなたでも）
オカリナ演奏　細谷朋代さん、長谷
眞由美さん
人形劇とお話　劇団「パフ」　
　向島子ども図書館
　（☎0848-44-0114）

瀬戸田図書館の催し

■人権週間にちなんで「国連が発行
した人権宣言記念切手」

　国連が発行した切手の中から、世
界人権宣言の条文（英･独･仏）が記載
されている切手を谷川俊太郎の分か
りやすい訳文とともに展示します。
期間　開催中、12月26日㈰まで
■さあ、ちょっと早いクリスマスを
日時　12月19日㈰13：30～
場所　瀬戸田市民会館多目的ホール
内容　絵本の読み語りと、「駄菓子や
ジャグバンド」の音楽

　瀬戸田図書館（☎0845-27-1877）

因島勤労青少年ホーム

■お正月花アレンジ・生花特別講座 
日時　12月26日㈰14：00～17：00
対象　市内在住または勤務先のある人
講師　宮脇 香代さん
材料費　3,675円～
　（利連協未登録者は別途500円）
定員　20人
　　因島勤労青少年ホーム
　（☎0845-24-1228／水曜休館）

シトラスパーク瀬戸田の催し

■香りの館　体験イベント
日時　12月19日㈰11：00～15：00
内容　ハーブ石けん作り体験（500
円）、調香教室［オリジナルコロン
作り］（2,000円）
■シトラス新春イベント～世界の
かんきつ食べくらべ
日時　１月８日㈯～10日㈷11：00～15：00
内容　世界の珍しいかんきつ類を味
わい、食べ比べてみよう（100円）
　シトラスパーク瀬戸田
　（☎0845-26-3030／火曜休園）

尾道商業会議所記念館の催し

■おのみち「てっぱん」パネル展
期間　開催中、３月30日㈬まで
※期間中は木曜日も特別開館します。
■入館者数が20万人となりました！
　尾道商業会議所記念館は、平成18
年３月４日にオープンして以来、20
万人目の入館者を10月28日に迎え、
認定書と記念品を贈呈しました。
　尾道商業会議所記念館
　（☎0848-20-0400）
■物産市
日時　毎週土曜10：00～14:00
※休みの場合もあります。
　尾道土堂中商店街 ととあん
　（鈴山　☎0848-22-5303）

向東公民館★きらめき講座★
♪クリスマス・コンサート♪
（青少年健全育成プログラム開発講座第２回）

日時　12月26日㈰10：00～12：00
場所　向東公民館（サンボル尾道内）
内容　クリスマス・コンサート♪子
育て応援歌♪

講師　山根美和子さん（シンガーソ
ングライター）

　向東公民館（☎0848-44-3955）
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みんなが輝くためにみんなが輝くために

気付こう！ 親子のＳＯＳ
　毎日のように子どもをとりまく事件が報道されて
います。中でも「児童虐待」は大きな問題のひとつで
す。平成12年に児童虐待防止法が制定されて以来、相
談件数は年々増加しています。
　児童虐待には、身体的虐待・性的虐待・ネグレクト（育
児放棄）・心理的虐待があります。厚生労働省の調査で
は、近年ネグレクトは全体の３割に達し、暴行等の身体
的虐待についで多くなっています。被害者は乳幼児が半
数近くを占め、約６割が実母によるものです。育児不安・
経済的不安・社会的孤立など、さまざまな要因が複雑に
絡み合って起こると考えられ、親への支援も必要です。
　虐待を受け続けた子どもは、命や身体の危険だけでな
く、発達の遅れや、心の傷から自己否定感を強く持つ等、
その後の人生にも大きな影響を受けることになります。
　私たちも他人事ではありません。幼い子どもの泣き声
が何度聞こえても、無関心や人任せ、虐待ではないかもし

れないとの迷い。その結果、命が失われてしまうと、行動し
なかったことを悔やみ、自責の念にかられる人もいます。
　虐待は、子どもの人権を著しく侵害するものです。
今も私たちの身近で起こっているかもしれません。子
どもを危険から守るためには、地域住民の見守りが不
可欠です。虐待を受けている子どもは何らかのＳＯＳ
を発信しています。小さな変化を見逃さないでくださ
い。虐待が行われていると思われる場合は、直ちに市
役所やこども家庭センターに連絡してください。「子
どもを守るために情報を提供する」という意識が大事
です。このことは、子どもだけでなく、親を助けること
にも繋がります。 大切な命を守っていける地域社会
を醸成していきましょう。
【連絡先】広島県東部こども家庭センター（☎084-951-2340）
　　　　子育て支援課（☎0848-25-7215）

〒722-0041 尾道市防地町26-24
人権推進課（☎0848-37-2631）

「みんなが輝くために」を読まれての皆さんの
感想やご意見をお寄せください。

142

　尾道市消防局管内では、火災予防条例
により次のとおり設置することとなって
います。
新築住宅：平成18年６月1日から設置が

義務となっています。
既存住宅：平成23年５月31日までに設

置が必要です。
　尊い人命や貴重な財産を火災から守る
ために、早期の設置をお願いします。
　住宅用火災警報器には「煙」を感知する
ものと「熱」を感知するものがあり、「煙」
を感知するものの設置が義務づけられま
した。
問い合わせ先
　消防局予防課（☎0848-55-9123）

住宅用
火災警報器（煙式）
住宅用
火災警報器（煙式）

住宅用火災警報器を購入した人の取り付けを支援しています住宅用火災警報器を購入した人の取り付けを支援しています
　住宅用火災警報器は、自分で購入してください。
　取り付け支援する機種は、電池タイプに限定しています。
取付支援　平成23年３月末まで（申請は平成23年２月末まで）
対　　象　概ね65歳以上で高齢者のみの世帯か障害者の属する世帯

で、住宅用火災警報器を購入したが自分で取り付けること
が難しい世帯

申請方法　希望者は下記窓口に申請（電話でも可）。また、地域でまと
めていだいても結構です。

※取り付け作業は無料です。悪質な訪問販売に注意してください。
※設置場所は、基本的に寝室のある場所です。また、寝室が２階以上の階に
ある場合は、階段にも設置する必要があります。日本消防検定協会が鑑
定した「ＮＳマーク」があるものが購入の目安です。

申請・問い合わせ先　高齢者福祉課　　　　（☎0848-25-7137）
社会福祉課　　　　　（☎0848-25-7124） 
因島福祉課　　　　　（☎0845-26-6221）
御調保健福祉センター（☎0848-76-2235）
向島支所住民福祉課　（☎0848-44-0111）
瀬戸田支所住民福祉課（☎0845-27-2209）

設置しましょう！

～火災の早期発見に有効な
　　住宅用火災警報器～
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　最近、高齢者が虐待を受けていたというニュースを
耳にすることが多くあります。
　高齢者虐待は、特別な人や特別な環境によってのみ
発生するものではなく、介護の負担やまわりの環境な
どが原因となって私たちの身近で起こりうる問題で
す。そして、虐待をしている人の４人に３人は、無意識
のうちに行っているのが現状です。
　高齢者虐待には、次のとおり５つの種類があります。

こんな行動・発言も実は虐待です！
チェックしてみましょう。
□良いことと悪いことを分かってもらうため、たたく
などしてしつけをしている。
□排泄の失敗をしないよう、水分は控えておくことが
ある。
□年金手帳・預金通帳などを管理し、本人に無断で使っ
ている。
□経済的に苦しいので、病院に連れて行くことを控えて
いる。
　虐待の多くがエスカレートしていくため、虐待をよ
り早く発見し、支援していくことが大切です。「家族内
のことだから…」で終わらせるのではなく、「何か変だ
な？」「こんな状態でも良いのかな？」の気付きを大切
にし、異変を感じたら、すぐにご相談ください。相談者
の名前など個人の秘密は守られます。
高齢者虐待の相談窓口

虐待の内容 具体例
たたく、つねる、なぐる、ける、やけどを
負わせる、ベッドにしばりつける、薬を
過剰に飲ませる等

身体的虐待

怒鳴る、悪口を言う、子ども扱いする、話
を意図的に無視する、失敗を人に話して
恥をかかせる等

心理的虐待

年金や預貯金を本人の意思・利益に反し
て使用する、生活に必要な金銭を渡さな
い、使わせない等

経済的虐待

わいせつな行為を強要する、排泄の失敗に対
して懲罰的に下半身を裸にして放置する等

性的虐待

水分・食事を十分に与えず、脱水状態や栄
養失調の状態にする、入浴させず異臭が
する、おむつ等を放置する等

介護・世話の
放棄・放任

（ネグレクト）

尾道市地域包括支援センター
尾道市北部地域包括支援センター
尾道市西部地域包括支援センター
尾道市東部地域包括支援センター
尾道市向島地域包括支援センター
尾道市南部地域包括支援センター
尾道市南部地域包括支援センター瀬戸田支所

（☎0848-20-7371）
（☎0848-76-2495）
（☎0848-21-1262）
（☎0848-56-0345）
（☎0848-41-9240）
（☎0845-24-1248）
（☎0845-27-3847）

　尾道市教育委員会では、今年度から実施している「家族ふれあい
デー」をＰＲする標語を市内の小中学生から募集したところ、431
人から874点の応募があり、次のとおり決定しました。（敬称略）
【最優秀賞】「メールより　家族で食たく　いい笑顔」
　　　　　道町芽依（木ノ庄西小４年）
【優 秀 賞】「家族がね　パワーのみなもと　くれるんだ」
　　　　　松浦海里（吉和小３年）
　　　　　「キャンドルが　家族の心を　てらしてる」
　　　　　まなべあすか（三成小４年）
【入　　選】「ノーテレビ　わらいとえがおの　声ひびく」
　　　　　だん上ゆあな（浦崎小３年）
　　　　　「テレビもない　ゲームもない　家族の会話がそこにある」
　　　　　瀬戸虎太朗（三成小６年）
　　　　　「夕食は　家族みんなの　ふれあいの場」
　　　　　長尾瑠衣（久保中２年）
　青少年センター（☎0848-37-8744）

　市内公民館で開催している囲碁教室の市全
体の交流大会です。団体戦で楽しみませんか。
日時　１月16日㈰９：30～16：30
場所　向島公民館（尾道市民センターむかいしま２階）
対象　市内の公民館の囲碁教室受講者
競技方法　団体戦：３人１組のチーム対抗
戦（３人１組を１チームとします。ただ
し、３人未満のチームも受け付けます。混
成チームでの出場にもご協力ください。）
　計４局打ち・棋力点数制・手合割り対局
参加費　大人一人1,000円（昼食代込）
申込方法　12月17日㈮までに、各公民館に
ある申込書を郵送またはＦＡＸで申込
　　〒722-8510　尾道市向島町5531-１
　中央公民館
　（☎0848-44-0683　0848-44-2569）

家族ふれあいデー標語決定家族ふれあいデー標語決定 ○第２回尾道市公民館交流囲碁大会●○第２回尾道市公民館交流囲碁大会●

地域で防ごう
シリー

ズ

高齢者虐待①高齢者虐待① あなたの周りで、こんな対応に
心当たりはありませんか？
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　久保長江線の街路工事に伴い、現道を掘りながらの拡幅工事を行
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　12月中旬～１月下旬（予定）
※２週間前には予告看板を設置します。
規制方法　信号制御による24時間片側交互通行
規制箇所　久保長江線（図のとおり）
　まちづくり推進課（☎0848-25-7225）

ご注意ください！久保長江線が
24時間片側交互通行になります
ご注意ください！久保長江線が
24時間片側交互通行になります

※１　ただし、急患（緊急でやむを得ない場合）は、24時間体制で対応します。　
※２　１月１日の運行時間は「６：30～17：15」です。先着100人（上り便）に尾道観光カレンダーをプレゼントします。

年末年始の主な業務 年末年始の業務については次のとおりです。
「休」の日以外は、平常どおりの業務となります。

施設名など 問い合わせ先 12/28
㈫

12/29
㈬

12/30
㈭

12/31
㈮

１/１
㈷

１/２
㈰

１/３
㈪

１/４
㈫

市役所・各支所一般事務
尾道市立市民病院（※1）
夜間救急診療所
瀬戸田診療所
公立みつぎ総合病院（※1）
尾道市斎場、百島火葬場
御調・向島・因島・瀬戸田斎場
中央図書館
みつぎ子ども図書館すくすく
向島子ども図書館わくわく
因島図書館
瀬戸田図書館
しまなみ交流館
むかいしま文化ホール
ベル・カントホール
尾道商業会議所記念館
本因坊秀策囲碁記念館
おのみち歴史博物館
おのみち文学の館
おのみち映画資料館
千光寺山ロープウェイ
向島洋らんセンター
因島フラワーセンター
因島水軍城
シトラスパーク瀬戸田

0848-25-7111
0848-47-1155
0848-47-0099
0845-27-2161
0848-76-1111
0848-25-7430
（環境政策課）
0848-37-4946
0848-76-3111
0848-44-0114
0845-22-8660
0845-27-1877
0848-25-4073
0848-44-0683
0845-27-3848
0848-20-0400
0845-24-3715

0848-25-7366
（文化振興課）

0848-22-4900
0848-44-8808
0845-25-1187
0845-24-0936
0845-26-3030

　
　
　
　
休
休
休
　

休
休
休
休

休
休

休

休
休

休

休
休
休
休
休
休
休
休
休
休
休
休
休

休
休
休
休

休
休

休

休
休
休
休
休
休
休
休
休
休
休
休
休

休
休
休
休

休
休

休

休
休
休
休
休
休
休
休
休
休
休
休
休

休
休
休
休

休
休

休
休
休
休
休
休
休
休
休
休
休
休

休
休
休

休
休

休

休
休

休
休

休
休
休
休
休
休
休
休

休

休
休

休

休
休

休

休
休
休
休
休
休
休
休

休

休
休

休

休
休
休
休
休
休
休
休

休
休
休
休

休
休

休

診療時間／毎日20：00～翌日７：00（内科・外科・小児科）
当　　番／９：00～17：00（内科）

※2

10：00～15：00

10：00～15：00
11：00～17：00

←

← ← ←

←

←
至 国道184号

国道2号バイパス
至 三原方面

至 JR新尾道駅

至 福山方面

至 久保中

長
江
線

至
　
長
江
口

信号制御による
24時間
片側交互通行
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消費生活 ファイル消費生活 ファイル相談相談 外国通貨取引に注意
～イラクディナールの次はスーダンポンド

≪相談内容≫
　Ａ社から「スーダンポンドが１口15万円」とのダイ
レクトメールが自宅に届いた。その後、Ｂ社から電話
があり「スーダンポンドについてのダイレクトメール
が届いていたら、開けてみるように」言われ、「３倍で
買い取るから購入するように」と説明を受けた。10口
分150万円支払ったら外貨（紙幣）はすぐ届いた。しか
し、その後買取業者との連絡が取れなくなってしまっ
た。だまされたのだろうか。
≪アドバイス≫
　これまでも高齢者や過去に未公開株などの投資ト
ラブルに遭った消費者を狙って、イラクの通貨「イラ
クディナール」を購入させる投資商法の相談が寄せら
れていました。続いて今度はスーダンの通貨「スーダ
ンポンド」による劇場型の投資商法が発生しています。
「イラクディナール」も「スーダンポンド」も、日本の銀

行では取り扱いがないため、国内では換金が困難です。
他の業者から買取話があっても、買取がされることは
まずありません。
　高齢者を狙った勧誘が多いので、家族や近所など周
囲の人も気をつけてください。また、過去に投資トラ
ブルに遭った人は特に注意してください。複数の業者
が共謀してだます「劇場型」や「被害回復型」の手口は
巧妙です。業者の言うことを鵜呑みにしたり、すぐに
お金を支払ってはいけません。

■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）

「尾道しごと館」増設！因島会場も開始します「尾道しごと館」増設！因島会場も開始します
　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「尾道しごと館」では、
１月から相談日が増えて因島会場でも相談いただけま
す。ぜひご利用ください。※全年齢対象。要申込
■尾道会場：尾道市役所分庁舎（市役所向かい）
日時　原則第１・２・３火曜（１月４日・11日・18日）
　　　①18：00～　②19：00～（各回50分）
　　商工課（☎0848-25-7182）
■因島会場：因島総合支所１階101会議室
日時　原則第４水曜（１月26日）
　　　①17：40～　②18：40～（各回50分）
　　因島総合支所しまおこし課（☎0845-26-6212）

　自分らしく、やりがいを持った働き方を発見するセ
ミナーです。気軽にご参加ください。
日時　１月19日㈬18：30～20：00
場所　公会堂別館　定員　20人程度
内容　働く環境の現状について
　　　仕事に生かせる「自分らしさ」を見つけましょう
　　　人間関係がラクになるコミュニケーションのポイント
　　商工課（☎0848-25-7182）

自分らしさを仕事に生かす！自分らしさを仕事に生かす！
キャリア形成支援セミナー

◆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）※１月以降は左記参照
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
（年末年始・祝日を除く）

12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。
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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）12/29～１/３

(☎0848-76-2888）
■常設展Ⅲ
◇１月４日㈫～３月27日㈰
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）

■冬季常設展2010　　
◇開催中、３月13日㈰
観覧料　大人 1,200円、高校生 700円、中学生以下無料

(☎0845-27-3800）
■遠い道のはじまり～平山郁夫初期作品を中心に～ 
◇開催中、３月18日㈮まで
観覧料　一般 700円、高校・大学生 400円
　　　　小・中学生 200円（市内小・中学生無料）

(☎0848-20-7831）

■足下の辺境　小野 環展
◇12月19日㈰～１月16日㈰　観覧料　無料
※期間中、レクチャー、ワークショップを開催します。

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）12/29～１/３

(☎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）※20頁参照

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）12/27～１/７

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　12/21・22・31、１/１～３・11・12

■収蔵名品展～併設特別展　生誕110年夭折の画家片山牧羊～
◇12月18日㈯～１月30日㈰
観覧料　大人 300円、高校・大学生 200円、中学生以下無料
■第４回平山郁夫美術館賞作品展示
◇１月９日㈰～30日㈰
※各部門の大賞・優秀賞等を２階ロビーに展示（観覧料必要）

おのみち市民大学 親子講座－映画上映－

日にち　１月15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　10：00～11：30
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（12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

市立美術館の催し

日時　12月26日㈰14：00～14：30
対象　一般（観覧料必要）
■わいわい がやがや おしゃべり鑑賞会
日時　１月９日㈰14：00～15：00
対象　中学生以下（付添一人入館無料）
■クリスマスに恋人の聖地で過ごす
　「フレンチディナーとミュージアムコンサートの夕べ」
　クリスマスの特別な夜、恋人の聖地「千光寺公園」で二
人の大切な思い出を作りませんか。記念にお二人の似顔
絵を描いてプレゼントします。
日時　12月25日㈯17：00～19：30
内容　欧風レストラン「プティ･アノン」のフレンチディナー、
美術館でのギャラリートークとミュージアムコンサート
（演奏［ソプラノ］坂本美貴子［メゾソプラノ］谷郷真知子
［テノール］坂本文彦［ピアノ］山崎友美）
対象　恋人同士など（要事前申込）
定員　先着10組（20人）　料金　１組（２人）につき7,000円
　尾道観光協会（☎0848-37-9736）
　市立美術館　（☎0848-23-2281）

ハートキャッチプリキュア！
花の都でファッションショー…ですか！？

©2010映画ハートキャッチプリキュア！製作委員会  

■学芸員ギャラリートーク夭折の画家片山牧羊
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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

待つ一秒 止まる一歩が 一命守る 1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
17日（月）
24日（月）
25日（火）

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
６日（木）
11日（火）
14日（金）

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）

弁護士相談（要予約）
法律相談全般
（※受付は12月17日から。先着順）
５日（水）
７日（金）
13日（木）

向島支所
尾道市役所
瀬戸田支所

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
11日（火）
17日（月）
19日（水）
20日（木）

向島支所
尾道市役所
因島総合支所
御調支所

表紙は、尾道大学生がデザインしています。

納期限＝12/27㈪
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）
◇１月13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）

マンション管理士無料相談会
日時　１月16日㈰13：30～16：30 　場所　総合福祉センター４階会議室
内容　分譲マンションの管理組合役員、居住者の疑問・困りごとなどの相談
　広島県マンション管理士会事務局（☎082-248-0110）

行政書士無料相談会
日時　１月23日㈰13：00～16：00　場所　総合福祉センター１階小会議室
※毎月第４日曜開催（２月27日、３月27日、４月24日、５月22日、６月26日）
相談内容　相続遺言、公正証書、成年後見制度、建設業・産廃業・介護などの

各種行政許可、外国人に関する相談など※予約不要、秘密厳守
　広島県行政書士会尾道支部（民宅　☎0848-29-6514）

土地境界トラブル無料相談（要申込）
日時　第２・第４水曜　13：30～、15：30～　場所　ふくやま市民交流館
内容　土地家屋調査士による土地境界トラブルの解決サポート
　　境界問題相談センターひろしま（☎082-506-1171）

24日㈪
30日㈰607

605
５
7

715
732

尾道の夜空をキャンバスにして、
今年の出来事を星座のように散りばめてみました。
あなたにとって2010年はどんな一年でしたか。

尾道大学美術学科4年
吉 川 麻衣子

夜空のキャンバス
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