
種　類 接種開始年齢等 接種回数

子宮頸がん
中学１年生～高校１年生

　　　

生後２カ月～７カ月未満

生後７カ月～１歳未満

１歳～５歳未満

生後２カ月～７カ月未満

生後７カ月～１歳未満

１歳～２歳未満
２歳～５歳未満

３回接種

４回接種

３回接種

１回接種

４回接種

３回接種

２回接種
１回接種

（平成22年度の対象者：平成６年４月２日
～平成10年４月１日生まれの女性）

ヒブ
（インフルエンザ菌b型）

小児用肺炎球菌

１回目から１カ月後に２回目接種。２回目接種から５カ月の間隔で３回目接種
※平成６年４月２日～７年４月１日生まれの女性については、平成22年度中に接
種を開始した場合のみ、残りの平成23年度中接種分も助成されます。

４～８週間の間隔で３回接種。
３回目接種後おおむね１年の間隔で１回接種
４～８週間の間隔で２回接種。
２回目接種後おおむね１年の間隔で１回接種
１回接種
１歳未満までに27日以上の間隔で３回接種。
３回目接種後60日以上の間隔で１回接種
27日以上の間隔で２回接種。
２回目接種後60日以上の間隔で１歳になった後に１回接種
60日以上の間隔で2回接種
1回接種

平成23年１月１日㈷～平成24年３月31日㈯
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　尾道市では、平成23年１月から、市の定めた対象者に対し、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブ（インフルエン
ザ菌b型）ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの予防接種について、接種費用の全額助成を行っています。
　この３種のワクチンは、任意の予防接種（予防接種法で定められていないが希望者が受けることが
できる予防接種）です。保護者がワクチンの有効性や安全性を十分理解したうえで、希望した場合にの
み接種を受けることができます。保護者同伴で接種を受けてください。
※詳しくは、健康推進課ホームページをご覧ください。

接種費用助成の実施期間

接種対象者

接種の申込方法および接種について

予防接種について

◎実際の接種では、接種医と相談したうえで、医師の判断に従ってください。
◎接種費用助成開始前にすでに自費で１回以上の接種が済んでいる場合
　残りの回数分については、その接種時に対象年齢内であれば助成の対象になるので無料で受けることができます。
費用助成が始まる平成23年１月１日より前に接種した予防接種の費用については、助成の対象にはなりません。
◎接種費用助成の実施期間内にすべての接種回数分が終了しない場合
　接種回数途中で接種費用助成の実施期間が終了した場合、残りの接種回数分の費用は自費になります。

　子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンは、任意の予防接種です。使用される各ワクチン
は、副反応が少ないとされているものですが、人により体質が違うため、お子さんの身体のことをよく知った「かかり
つけ医師」に相談して接種を受けましょう。
　予診を十分に行っていても、まれに予知できない重い副反応や後遺症が見られる場合があります。その場合にはＰ
ＭＤＡ（独立行政法人医薬品医療機器総合機構）が実施する医薬品副作用救済制度に基づく被害救済制度の対象とな
ります。
問い合わせ等について
　予防接種に関する質問等は、健康推進課へお問い合わせください。医療機関に電話が殺到すると診療の妨げとなる
ため、ご協力をお願いします。医療機関へは、予約の電話のみしてください。
問い合わせ先　健康推進課予防係（☎0848-24-1962）

　事前の申請は必要ありません。尾道市が指定した、予防接種委託医療機関で接種を受けた場合のみ、助成の対象に
なります。

かかりつけの接種医
療機関へ希望する予
防接種を予約をする。

健康保険証等（住民
登録が確認できる
もの）と母子健康手
帳を持って医療機
関を受診する。

窓口で予約したワ
クチンの説明書と
予診票を受け取っ
て記入。医師の診察
後に接種を受ける。

接種後30分は医療機関で静
かに待機しておく。母子健康
手帳に予防接種済みの証明
記録をしてもらう。

子宮頸がん予防ワクチン 小児用肺炎球菌ワクチンヒブワクチン が
無料で受けられるようになりました
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子宮頸がん予防ワクチン・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンの予防接種委託医療機関

諫見内科医院（久保1丁目）
板阪内科小児科医院（西久保）
井手内科クリニック（土堂2丁目）
宇根クリニック（高須）
おかはし内科医院（三軒家）
おぐら小児科（高須）
笠井病院（久保1丁目）
梶山小児科医院（西御所）
数田皮膚泌尿器科医院（西御所）
かなもと医院（門田）
加納内科消化器科（高須）
神原こうじクリニック（浦崎）
久山内科医院（久保2丁目）
こどもクリニックさとう（久保1丁目）
佐藤内科クリニック（浦崎）
高橋医院（高須）
高原内科循環器科（向島）
田辺クリニック（古浜）
檀上医院（西御所）
土橋内科医院（美ノ郷町三成）
土本ファミリークリニック（向島）
戸谷医院（御調）
鍋島内科（西御所）
西医院（手崎）
能宗クリニック（土堂2丁目）
長谷川産婦人科（久保1丁目）
平櫛内科医院（栗原東2丁目）
弘田内科クリニック（栗原西2丁目）
藤田内科医院（長江1丁目）
藤本医院（栗原）
米花医院（高須）
堀田レディースクリニック（西則末）
本多医院（御調）
正岡クリニック（栗原）
正岡外科胃腸科医院（栗原西1丁目）

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

×
×
×
○
×
○
×
○
×
○
×
○
×
○
○
×
×
×
×
×
○
○
×
○
×
×
×
×
×
○
×
×
○
×
×

×
×
×
○
×
○
×
○
×
○
×
○
×
○
○
×
×
×
×
×
○
○
×
○
×
×
×
×
×
○
×
×
○
×
×

松本病院（久保3丁目）
丸谷循環器科内科医院（高須）
三宅医院（向島）
宮地クリニック（栗原）
村上医院（土堂2丁目）
森田小児科（土堂2丁目）
八木診療所（御調）
山本医院（向島）
山本病院（高須）
湯浅内科（土堂2丁目）
吉田産婦人科医院（久保2丁目）
産婦人科よしはらクリニック（山波）
公立みつぎ総合病院（御調）
厚生連 尾道総合病院（古浜）
尾道市立市民病院（新高山3丁目）
大岡耳鼻咽喉科医院（因島田熊）
岡崎医院（因島重井）
眞田クリニック（因島土生）
鈴木内科医院（因島土生）
田熊巻幡医院（因島田熊）
田中医院（因島三庄）
中郷クリニック（因島土生）
中郷クリニック東生口診療所（因島原）
日立造船健康保険組合因島総合病院（因島土生）
藤井医院（因島重井）
藤田医院（因島中庄）
巻幡内科循環器科（因島土生）
益田眼科小児科医院（因島土生）
三宅医院（因島土生）
村上医院（因島田熊）
森尾内科医院（因島中庄）
弓場医院（因島土生）
児玉医院（瀬戸田）
永井医院（瀬戸田）

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

×
×
×
○
×
○
×
×
×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
○
○
×
○
○
×
○
○

×
×
×
○
×
○
×
×
×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
○
○
×
○
○
×
○
○

受託医療機関名（所在地） 子宮
頸がん

小児用
肺炎球菌ヒブ 受託医療機関名（所在地） 子宮

頸がん
小児用
肺炎球菌ヒブ

40～74歳の人が対象で国保加入者は無料！
送付している受診券をご利用ください。
■受けるとおトク特定健診
おトク①　生活習慣病を早期に発見し、予防で

きます
おトク②　健診後のサポートも充実。自分に

合った健康づくりが可能になります
おトク③　病気の予防で、家計の支出減につな

がります。医療費の抑制にも貢献
おトク④　「けんこうウェルカムキャンペー

ン」で高ポイントを獲得できます。
キャンペーンは２月末で終了です。

問い合わせ先　健康推進課（☎0848-24-1962）

1年に1回は
特定健康診査を受けましょう！
～今年度の健診を受け忘れていませんか？～
特定健康診査を受けましょう！
～今年度の健診を受け忘れていませんか？～

けんこうウェルカムキャンペーン
まもなく終了！
けんこうウェルカムキャンペーン
まもなく終了！
　健康づくりに取り組んで、素敵な賞品がもらえる「けんこうウェルカム
キャンペーン」は、２月末で終了です。参加し忘れたらもったいない!?
　15点で任天堂Wiiなどが当たる抽選ができ、20点で500円分の
クオカードをもれなく差し上げます。今年度健康づくりに励まれ
たあなた！ぜひ健康と賞品を同時に手に入れてください。
【意外と簡単、ポイントの貯め方】
◎健診や人間ドックを受けた人は忘れずに記入してください。特定
健診は５ポイント、がん検診・歯科検診は各３ポイントです。

◎「わたしの健康宣言」の記入・実行で最高５ポイントを自己評価
でつけてください。

◎イベント参加でもらったシールも得点に加えますのでポイント
カードに貼り付けてください。
提出先　公衆衛生推進協議会、健康推進課、保険年金課、

各保健センター、向島・浦崎・向東・百島支所
提出期間　３月１日㈫～10日㈭（土・日曜を除く）
※詳しくは、健康推進課または公衆衛生推進協議会ホームページをご覧ください。



項目・内容

胃がん（Ｘ線）検診

胃がん（内視鏡）検診

子宮頸がん検診（内診・細胞診）

乳がん検診（視・触診＋乳房X線検査）

大腸がん検診（便潜血検査）

前立腺がん検診（血液検査ＰＳＡ）

腹部エコー（胆のう、肝臓、腎臓、すい臓の検査）

肺がん検診（Ｘ線）

肺がんＸ線＋喀痰・アスベスト関連問診

40歳以上

50歳以上の男性

40歳以上

肝炎ウィルス検診

3,400円

4,500円

800円

1,000円

1,300円

1,000円

1,500円

1,100円

2,100円

1,100円

1,500円

600円

700円

400円

300円

500円

400円

700円

無料 無料

300円

1,500円

200円

300円

200円

200円

500円

100円

300円

対象 自己負担金
平成23年3月31日
現在の年齢（ ）

特定健診と
同時実施
1,100円
単独実施
1,700円

一日
ドック

脳ドック

特
定
健
診

が
ん
検
診

特
定
健
診

上記の検査に加えて脳MRI（JA・みつぎ・村上記念・因島医師会・因島総合病院）

尿検査
貧　血
腎機能等

問診・診察・身長・体重・腹囲・ＢＭＩ
血圧・心電図・眼底・尿糖・尿たん白
中性脂肪・総コレステロール
HDLコレステロール・LDLコレステロール
AST（GOT）・ALT（GPT）・γ-GTP
糖（空腹時）・ヘモグロビンA1c
尿潜血
白血球数・赤血球数・血小板数・ヘモグロビン・ヘマトクリット
ALP・総たん白・尿素窒素・クレアチニン・尿酸（UA）
便潜血
上部消化管内視鏡
胃X-P（内視鏡と選択）
腹部超音波※
胸部X線直接撮影※

視力・聴力　　　　　　
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尾道市国保の人間ドックが変わります！尾道市国保の人間ドックが変わります！

忘れない、年に一度のがん検診忘れない、年に一度のがん検診

定期の麻しん風しん予防接種
（法律に基づいた予防接種）
2回目の接種は済みましたか

定期の麻しん風しん予防接種
（法律に基づいた予防接種）
2回目の接種は済みましたか

　保険年金課（☎0848-25-7107）

検査内容

助成内容の変更点
　１日ドックと１日ドック+脳ドックの２種類になりました。
　１日ドック（32,000円相当）は25,000円の助成、１日ドック＋脳
　ドック（50,000円相当）は40,000円の助成をします。
市内９カ所の医療機関で同じ内容の検査が受けられます。（平成23年１月末現在）
実施医療機関名　因島医師会病院、尾道市立市民病院、ＪＡ尾道
総合病院、木曽病院、村上記念病院、松本病院、公立みつぎ総合
病院、中国労働衛生協会尾道検診所、因島総合病院
対象　国民健康保険加入者と後期高齢者医療加入者で次の要件を満たす人
　①助成申請時に、尾道市国保に６カ月以上加入している人、ま
たは尾道市に住所があり広島県後期高齢者医療保険に加入し
ている人で人間ドック受診時も被保険者である人②平成23年
度に満40歳以上になる人③保険料を完納していること、および
保険料の収納状況について照会されることに同意する人④尾
道市国保が受診結果を保有することに同意する人
助成受付期間　５月20日㈮～10月31日㈪
受診期間　　　５月20日㈮～平成24年３月31日㈯
助成回数　　　年度内に１回
◎人間ドックは特定健診が含まれた検診です。受診の際には特定
健診受診券が必要です。人間ドックの助成申請時に特定健診受
診券が必要になります。５月に郵送する特定健診受診券を失く
さないよう保管してください。

　がんを早期発見するためには、自覚症状のない時から
検診を受けることが大切です。集団健診は今年度は終了
しましたが、医療機関では通年実施しています。まだ受診
していない人は、ぜひ医療機関で受診してください。
対象　尾道市に住民票のある人（尾道市外の人は尾道市の補
助は受けられません。）、各項目の対象年齢に該当する人、
受診結果を尾道市が保有することに了承いただける人
注意事項　受診は「集団健診」「医療機関健診（国保人間
ドック含む）」とあわせて、１項目につき年度に１回で
す。年度に２回以上受診した場合は、健診全体にかかる
料金を支払うことになります。
受診方法　直接医療機関に電話などで「尾道市の検診」と
言って予約申込をしてください。医療機関はホーム
ページに記載しています。
　健康推進課（☎0848-24-1962）

　今年度の対象者が無料で接種できる期間は、３月31日
㈭までです。２回目の接種がまだの人は、なるべく早く接
種を受けましょう。
■平成22年度の対象
◎本年４月に小学校入学予定のお子さん（麻しん風しん混合２期）
◎現在中学１年生のお子さん（麻しん風しん混合３期）
◎現在高校３年生に相当する年齢の人（麻しん風しん混
合４期）

※今年度の対象者の内、３期と４期の対象者には４月に
接種券等の個別送付をしています。今年４月に小学校
入学予定の２期の対象者は、お持ちの予防接種券綴り
の中に「麻しん風しん２期」の券があります。　
　麻しん風しん予防接種については、従来の１歳代（１
期）での１回目の接種に加えて、２回目の接種を受けるよ
うになりました。基本は２期で受けますが、その時期を過
ぎているお子さんは、平成24年度までは３期または４期
の対象者として、２回目の接種を受ける事ができます。
　麻しん風しんは、１回だけの接種では数年で免疫が低
下し、感染する可能性があることが分かっています。この
機会に、ぜひ接種を受けておきましょう。
　健康推進課（☎0848-24-1962）

※因島医師会病院では腹部超音波に代わり腹部CT、
胸部X線撮影に代わり胸部CTとなります。子宮が
ん・乳がん検診（女性のみ偶数年齢）、前立腺がん検
診（男性のみ50歳以上）は尾道市のがん検診を同時
実施できます。（料金は年齢によって異なります。）

◎上記以外の検査はオプション検査として検査機関
とご相談ください。

◎申込方法等、詳しくは広報おのみち5月号に掲載
します。

40歳以上で今まで肝炎
ウィルス検診を受けてい
ない人。非課税世帯の人
は申請により料金無料

40歳以上　・Ｘ線検査と
ヘリカルＣＴ検査の両方
は受けられません。ヘリカ
ルＣＴは3年に1回受診可

40歳以上　・Ｘ線と内
視鏡検査の両方は受け
られません。

69歳
まで

75歳
以上

70歳～
74歳

20歳以上の今年度偶
数年齢の女性（※）
40歳以上の今年度偶
数年齢の女性（※）

※ただし、６月に送付した子宮頸がん・乳がん検診の無料クーポン券
をお持ちの人は受診できます。
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(☎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

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 ２／27㈰　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

２／27㈰　８：30～12：00

３／６㈰　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
【３/４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）

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。

浄化槽Ｑ＆Ａ

テレビはどのように処理するのですか
　「ブラウン管式」「液晶式」「プラズマ式」については、家
電リサイクル法によりリサイクルすることとなってお
り、尾道市の施設（クリーンセンター）では処理できませ
ん。不要になったら次の２つの方法で処理してください。
※因島地域は因島リサイクルセンターで引き取りしています。
（リサイクル券を購入して持込、別途保管手数料3,000円必要）
①家電小売店等に依頼する場合
　（リサイクル料金と運搬料金が必要）
　買い替えの場合は、「買い替える小売店」に、買い替
えでない場合は「その製品を購入した小売店」や「家電
量販店」に引き取ってもらってください。 
②自ら持ち込むとき（リサイクル料金が必要）
　事前にリサイクル券を購入して、メーカーが指定す

る引取場所に直接持ち込んでください。（引取場所の
地図はクリーンセンターにあります。）
※リサイクル券は、郵便局で購入してください。
リサイクル料金（テレビ）1,785円～3,795円
※メーカーや大きさによって料金が異なる場合があります。
※リサイクル券は郵便局で購入してください。
　別途手数料が必要です。
収集・運搬料金　家電小売店ごとに異なるため、直接
お問い合わせください。
市内の引取場所　㈱丸総商店尾道営業所
　（東尾道14-9　☎0848-56-0051）
※エアコン・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機も「家電リサ
イクル対象品」ですので、同様の処理となります。

Ｑ　毎年１回、法定検査（11条検査）を受けるように言われました。どういうことでしょうか。
Ａ　浄化槽管理者（浄化槽を設置した人）は、浄化槽が正しく動いているか、放流される水質が悪くなっていない

か等を確認するため、都道府県知事の指定する検査機関の定期検査を毎年１回受けることとされています。
　　この定期検査は、浄化槽法第11条に規定されているので「11条検査」と呼ばれています。
　　浄化槽の大きさや処理方式に関わらず、すべての浄化槽が受検の対象となっています。
　　広島県内では、検査機関として「㈳広島県環境保全センター」と「㈳広島県浄化槽維持管理協会」が指定されています。

費用：350円、持参物：裁縫道具
（リサイクル教室　向島・御調10：30～、因島・瀬戸田13：15～）
３／１㈫10：30～15：00　因島総合支所前駐車場
３／２㈬10：30～15：00　瀬戸田市民会館前駐車場
３／４㈮10：00～15：00　道の駅クロスロードみつぎ
３／５㈯10：00～15：00　尾道市民センターむかいしま

出張販売＆リサイクル教室
「春の小物をつくろう」

３／１㈫
３／２㈬
３／４㈮
３／５㈯

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12日㈯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

３／13㈰

２／17㈭
２／18㈮
２／23㈬

費用：350円、持参物：裁縫道具
（リサイクル教室　10：00～）
２/25㈮９：00～12：00　ゆきひろメイト店
２/26㈯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
「おひな飾りをつくろう」

２／25㈮
２／26㈯

リサイクルセンター活動サークル合同作品展
～トールペイント・草木染め・ぬいものサークル～
リサイクルセンター活動サークル体験教室

全館半額セール

２／17㈭
～23㈬

２／20㈰ ※スペース、委託、手作り品など一部対象外の商品もあります

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３／３㈭

13：30～15：00

９：00～13：00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２／23㈬

13：30～14：30

・ぬいものサークル
・草木染めサークル
・トールペイントサークル

２／17㈭10：15～　費用：300円
２／18㈮14：00～　費用：800円～
２／23㈬10：15～　費用：300円～

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２／20㈰
13：30～

Q
A
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尾道かもめ会　柔道・剣道教室会員募集

VS

しまなみ球場で応援しよう！
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテマリーンズ

広島東洋カープ広島東洋カープ

初心者バドミントン教室受講生募集

居合道会員募集

尾道市子ども会駅伝大会

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/

２月19日㈯
　 27日㈰
３月６日㈰
　 12日㈯
　 13日㈰

尾三地区トレセン
福山ウィンターチャレンジカップ小学生バレーボール大会～20日
ダンロップ中国ジュニア強化合宿～20日
フェニックスジュニアユース交流大会
2010びんごフットサルリーグU-８、26日
尾道地域企業合同求人説明会
レッツエンジョイ～芝生と遊ぼう！～
平成22年度広島県小学生学年別バドミントン大会
広島県高等学校ジュニア育成強化練習会～27日
“応援しとうなる“プロジェクトカープOB会野球教室
第20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27回尾道市子ども会駅伝大会
第44回中国五県一部・二部軟式野球大会尾道支部予選
尾三地区ミニバスケットボール連盟冬季大会
キッズフェスタU-6
第12回サバイバルビーチボールバレー大会
プロ野球オープン戦「広島東洋カープ対千葉ロッテマリーンズ」
第33回びんご地域官公庁卓球大会
プログレスリーグU-15 2011
第５回さくらカップ尾道ライフソフトバレーボール交流会４人制６人制
2011JFAプレミアU-13決勝／第27回福山市長シングルス大会
第54回高松宮賜杯全日本軟式野球大会尾道予選

2月16日㈬

19日㈯

20日㈰
22日㈫
25日㈮

26日㈯

27日㈰

３月５日㈯

６日㈰

12日㈯ 

13日㈰

※行事案内は予定のため、変更・中止されることがあります。

日　時　３月６日㈰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（大人・こども共通）
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７日㈪～３月１日㈫
発売場所　びんご運動公園管理事務所、おのみちバ
ス㈱、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60306）
当日発売　３月６日㈰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。
　スポーツ振興課
　（長者原スポーツセンター内　☎0848-40-0310）

日時　柔道／火・金曜　18：00～19：30
　　　剣道／月・木曜　18：00～19：30
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
　柔道（黒瀬　☎0848-22-4307）剣道（杉　☎0848-37-2282）

日時　４月２日からの土曜　19：00～21：00
場所　長者原スポーツセンター　対象　一般
受講料　１カ月2,500円
　　尾道市バドミントン協会事務局
　（中村　☎090-7975-6093）

　日本の伝統武道を学び、心身を鍛錬しましょう。
日時　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
　尾道市剣道連盟居合道部（大垣　☎・　0848-48-0506）

日時　２月27日㈰９：30スタート、12：30閉会式
場所　びんご運動公園および周辺コース
内容　市内全域から１年生～６年生の男女で編成する

チームがタスキリレーで元気に競います。
　尾道市子ども会育成連合協議会事務局
　（☎0848-37-6080）

福山小学生ウィンターチャレンジカップ～20日
ダンスパーティー、３月５日
市民カローリング大会
2011尾道ジュニアバレーボール練習試合
ダンシンググランプリ‐広島
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４月30日㈯・５月１日㈰
68

http://www.onomichi-matsuri.jp/

きれいなまつり事業
ごみ分別回収ボランティア募集 
～一緒にみなと祭を盛り上げよう！！～

ええじゃんＳＡＮＳＡ・がり出場者募集

無料体験航海 乗船者募集

運営ボランティアスタッフ募集

屋台村出店者募集

　尾道みなと祭では、ごみの分別回収を実施します。
みんなで楽しく環境にやさしい、きれいな祭にしよう！
活動日程　４月30日㈯、５月１日㈰
※１日だけの参加も可能です。事前に活動にあたっ
ての研修会を開催します。
活動場所　ごみ分別ステーション（尾道駅前ベルポー
ル広場・長江口ゆとりの広場など）および祭会場全体
活動内容　ごみの分別回収、来場者へのごみの分別
　指導・エコ啓発活動
申込方法　３月25日㈮までに、インターネットの応
募フォームから申込、または参加者の「住所、名前、
年齢、連絡先」を電話またはＦＡＸで連絡

※高校生以下の場合は保護者の同意が必要です。グ
ループ・職場はもちろん、個人での申込も可。

　　尾道港祭協会事務局（観光課内）
　（☎0848-25-7184　　0848-25-7293）

　「思い切りはじけたい人」「自分をアピールしたい
人」など、チームエントリーで皆さんの参加をお待ち
しています。豪華な賞を狙ってみませんか。
【一般・グランプリ部門】
日時　４月30日㈯14：30～20：00予定
【幼児・小学生・中学生部門】
日時　５月１日㈰10：00～14：30予定
コース　尾道渡船前→東御所パーキング、駅前ス
テージ披露（昨年と同様コース）

※一般・グランプリ部門のステージ披露は希望制です。
表彰　各部門にて優勝・準優勝他特別賞多数
申込方法　２月18日㈮までに、所定の申込用紙で申込
（申込用紙は、公式ホームページからダウンロード可）
※原則20人以上のチームでエントリー。有志チーム
や地域チーム・一般企業も大歓迎です。

※ええじゃんＳＡＮＳＡ・がりのＣＤは無料貸出します。
※因島・瀬戸田地域からの参加者には、尾道港祭協会
から一部交通費を助成します。詳しくは観光課（☎
0848-25-7184）へお問い合わせください。

●尾道海上保安部 巡視艇
日時　４月30日㈯
　10：00～11：00、11：20～12：20、13：30～14：30
予定航路　因島方面
対象　小学生以上　定員　各回50人
●弓削商船高等専門学校 訓練船「弓削丸」
日時　４月30日㈯15：30～16：30
　　　５月１日㈰13：30～14：30
予定航路　沼隈方面　定員　各回70人
【共通事項】
発着場所　おのみち海の駅（尾道中央桟橋）
申込方法　３月４日㈮までに、往復はがきの往信欄
に「①希望する航海名と時間を第２希望まで②乗
船する人全員の名前と年齢（学年）③代表者の住
所・電話番号」、返信欄に「代表者の住所・名前」を記
入のうえ郵送（必着。１枚で４人まで申込可）

※小学生以下の乗船については、必ず子ども一人につき大
人が一人保護者として管理することを条件とします。

※申込多数の場合は抽選。結果は３月中旬に発送します。
※天候等により、変更や中止になる場合があります。
　　〒722-8501　尾道市久保一丁目15-１
　観光課内　尾道港祭協会事務局
　（☎0848-25-7184　　0848-25-7293）

日時　４月30日㈯10：00～19：00
　　　５月１日㈰10：00～17：00
場所　ベルポール広場（尾道駅前緑地帯）
出店条件　尾道市内の業者であること。名義貸しも
認めない。時間を厳守すること。保健所が許可する
飲食物を提供すること。当協会が定めたリサイク
ル容器・リユースカップを使用すること。各店舗よ
り１日につき一人を清掃ボランティアとして派遣
すること。出店者会議および反省会に出席できる
こと。その他当協会が定めた事項に従うこと。

※上記に従わない場合は、次回以降の出店を認めません。
出店スペース　間口2.7ｍ×奥行3.6ｍ
募集数　20ブース　出店料　３万円（２日間）
当協会準備物　テント・電灯・コンセント（20Ａ）各1、ビ
ニールシート・テーブル・椅子各２、客席テント・客席

※募集数を超えた場合は、出店者会議にて抽選しま
す。店舗の配置・提供飲食物等については、出店者
会議にて協議します。
申込方法　２月28日㈪までに、所定の用紙に記入の
うえ郵送またはＦＡＸで申込（必着。用紙は公式
ホームページからダウンロード可）

　　尾道港祭協会協賛部会事務局（尾道観光協会内）
　（☎0848-37-9736　　0848-37-7525）

活動日程　4月30日㈯、５月１日㈰
※１日だけの参加も可能です。
活動場所　海岸通り、ベルポール広場特設ステージ
活動内容　ええじゃんＳＡＮＳＡ・がり踊りの進行補助ほか
申込方法　３月25日㈮までに、インターネットの応
募フォームから申込、または参加者の「住所、名前、
年齢、連絡先」を電話またはFAXで連絡

※高校生以下の場合は保護者の同意が必要です。グルー
プ・職場はもちろん、個人での申込もかまいません。

　　尾道港祭協会踊り部会事務局（尾道商工会議所内）
　（☎0848-22-2165　　0848-25-2450）
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　１月９日、向島運動公園
で「平成23年尾道市消防
出初式」が行われ、消防団
等による分列行進や昔使
用していた腕用ポンプを
使った放水実演などがあ
りました。

腕用ポンプで放水
　１月４日、向島運動公園
で、平成13年に旧向島町
の町制施行50周年記念事
業で埋めたタイムカプセ
ルの開封作業が行われま
した。当時、向島中央小学
校・高見小学校・三幸小学
校、向島中学校の児童・生
徒だった35人が参加し、
タイムカプセルに入れた
作文を開封しました。

将来の夢
かなってるかな

　1月10日、びんご運
動公園メインアリー
ナで「平成23年尾道
市成人式」が行われ、
1,006人の新成人が
参加しました。

新成人
おめでとう

　１月９日、尾道駅前の尾道港雁木憩いの広場にて「カ
キ小屋」（広島県「瀬戸内　海の道構想」実証事業）がオー
プンしました。３月末まで営業予定です。

　１月16日、向島公民館
で「第２回尾道市公民館
交流囲碁大会」が行われ、
市内公民館の囲碁教室受
講者が３人１組のチーム
となり、24チームが参加
して対局しました。

カキおいしいね

団体戦で対局

　1月16日、山波小学校
グラウンドで「山波神明
祭」が行われ、わら細工や
干支の飾りつけがされた
とんどを地域の皆さんが
威勢よく担いで練り歩き
ました。

願いをこめて

　１月23日、総合福祉センターで
「第10回外国人による日本語ス
ピーチ大会」が行われ、７カ国11人
が参加して出身国の文化や日本で
の生活について日本語でスピーチ
しました。

外国人によるスピーチ

入賞・受賞おめでとう入賞・受賞おめでとう
■第９回ジュニアオープンゴルフ選手権［開催地：イギリス］（７/12～14）
　日本ジュニアゴルフ選手権競技男子15歳～17歳の部（８/18～20）
　【優勝】小西健太（瀬戸内高１年／土堂一丁目）
■第50回全日本実業団男子ソフトボール選手権大会（７/17～19）
　【ベスト8】尾道造船株式会社
■第26回全国小学生陸上競技交流大会（８/28）
　【女子走り幅跳び　第２位】新川比菜（高須小6年）
■第25回全日本壮年ソフトボール大会（９/４～６）
　【第３位】ケントスＯＳＣ

■ねんりんピック石川2010（10/９～11）
　【25ｍ平泳ぎ優勝・50ｍ平泳ぎ準優勝・100ｍメドレーリレー第３位】
　高亀幹子（向東町）
■第18回全国ソフトバレー・シルバーフェスティバル霧島大会（10/22～24）
　【優勝】ＭＹＣ－Ｂ
■平成22年度地域文化功労者文部科学大臣表彰
　寺岡昭治（山波町）
■エイジレス・ライフ実践者受賞
　石井哲代（美ノ郷町）、川辺美智子（東元町）、今井俊和（向島町）
　市内在住で、スポーツ・文化などの全国レベルの大会入賞者
等を掲載します。該当する情報の掲載を希望する場合は、秘書
広報課広報広聴係（☎0848-25-7377）へご連絡ください。

（敬称略）
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Inf
ormation

お知らせ　

市議・市長選挙
立候補予定者への説明会

　今年は、統一地方選挙の年です。４
月10日㈰に広島県議会議員一般選挙
が、４月24日㈰には尾道市議会議員
一般選挙と尾道市長選挙が行われる
予定です。市議会議員・市長選挙の立
候補予定者への説明会を次のとおり
行います。
日時　２月27日㈰13：30～
場所　公会堂別館４階40号室
※説明会当日、届出関係書類をお渡
しします。

※参加者は、１立候補予定者につい
て２人以内でお願いします。
すきです尾道　明るい選挙

　尾道市選挙管理委員会事務局
　（☎0848-25-7258）

家族介護者慰労事業

　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10万円を贈
呈（各年度において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、施設入所
せず、過去１年間介護保険サービ
ス（ １ 週 間 程 度 の 短 期 入 所
「ショートステイ」の利用を除く）
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年間でおおむ
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）

市民税非課税世帯への
地デジ簡易チューナーの
配布受付が始まりました

　世帯全員が市民税非課税となって
おり、地上デジタル放送の受信がで
きない世帯に対し、地上デジタル放
送を視聴するための簡易なチュー
ナー１台の無償給付が行われます。 
　給付を希望する人は、住民票・非課
税証明書を添えて申し込んでくださ
い。申込書は、地デジチューナー支援
センターのホームページまたは尾道
市の窓口で入手できます。
申込期限　７月24日㈰
※広報おのみち12月号でお知らせ
した地デジ簡易チューナー無償
給付の申込期限についても、７月
24日㈰まで延長されました。
　総務省地デジチューナー支援実施
センター（☎0570-023724）
http://www.chidejishien.jp/

「子育て応援ガイドブック」を
発行しました

　市では、市の子育て制度や情報を
掲載した「子育て応援ガイドブッ
ク」を発行しました。
　母子健康手帳の交付時や転入の
手続き時等に、子育て家庭に配布し
ています。市ホームページにも掲載
していますので、ご覧ください。
　子育て支援課（☎0848-25-7215）
http://www.city.onomichi.hiroshima.
jp/jido/jidoindex.html

都市計画の変更説明会

　備後圏都市計画下水道の変更に
ついて、都市計画の変更（案）の説明
会を開催します。
■第１回：平原台団地・竜王台団地
日時　２月24日㈭19：00～
場所　総合福祉センター大会議室
■第２回：高須町
　（東新涯・今宮・池ノ浦・横路）

日時　３月12日㈯19：00～
場所　東部公民館高須南分館大会議室
　まちづくり推進課（☎0848-25-7222）

尾道市農業委員会委員選挙人
名簿を縦覧します

　平成23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㈬～３月９日㈬
　　　　　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。
　尾道市選挙管理委員会事務局
　（☎0848-25-7258）

農地法等に基づく許可申請など
の受付締切日が変わります

　農地法等に基づく許可申請など
の受付締切日を、平成23年４月11日
以降は、毎月末日（閉庁日の場合は
その前開庁日）に変更します。
　また、定例総会の開催日を毎月25
日頃から20日頃に変更します。
　農業委員会事務局（☎0848-20-7480）

しまなみサイクルーズPASS
３月以降も実施します

　昨年９月から実施しています「し
まなみサイクルーズＰＡＳＳ」につ
いて、３月以降も実施します。
■しまなみサイクルーズＰＡＳＳとは
　しまなみ海道沿線には、自転車を
乗せられる船が多く運航していま
す。サイクリング観光客が自転車を
持って乗船した場合、乗船料を減額
できるお得なカードです。
　詳しくは、市ホームページ新着情
報をご覧ください。
　尾道地区旅客船協会
　（☎0848-25-3458）
　海事都市尾道推進協議会
　（商工課内　☎0848-25-7182）
　（尾道海事事務所　☎0848-23-5235）

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）

☎ 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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危険物の規制に関する規則等
の一部を改正する省令等

　近年、危険物施設の老朽化等に伴
う腐食劣化等が流出事故の大きな
原因になっていることから、増加す
る危険物施設における流出事故を
防止するため、地下タンクの流出事
故防止対策についての改正法令が、
平成23年２月１日から施行されま
した。（施行日から２年間の猶予期
間が設けられています。）
　この法令改正で、危険物施設に設
置された地下貯蔵タンクのうち、直
接埋設された鋼製一重殻タンクで、
設置したときの許可申請書類に記
されている仕様に基づいて、腐食の
おそれが特に高い地下貯蔵タンク
または腐食のおそれが高い地下貯
蔵タンクであるかの判定を行い、そ
の結果に基づいて内面の腐食を防
止するコーティング等の措置を講
ずることとされました。
　また、併せて、地下貯蔵タンク等
および地下埋設配管の漏れの点検
について、点検周期等の改正が行わ
れました。（告示第71条第３項また
は同条第４項参照）
※詳しくは、消防局ホームページを
ご覧ください。
　消防局予防課（☎0848-55-9123）

犬の登録と狂犬病予防

■犬の登録について
　生後91日以上の犬は登録が法律
により義務付けられています。一度
登録すると生涯有効です。
※登録手数料：１頭につき3,000円
　（鑑札交付含む）
■登録の変更について
　登録内容に変更が生じた時は、30日
以内に届け出をしてください。（無料）
◎届け出の種類
　①犬が死亡したとき②犬の所有
者の住所や名前が変わったとき
③犬の所有者が変わったとき
■狂犬病予防注射について
　狂犬病は人と動物に共通する病
気です。毎年１回必ず予防注射を受
けてください。登録・狂犬病の予防
注射は室内で飼っている犬も必要

です。しない場合は法律により罰せ
られます。
※尾道市では５月～６月に各地で
狂犬病予防の集合注射を実施し
ています。詳しくは広報おのみち
４月号に掲載予定です。
※集合注射料金3,050円（注射料金2,500
円＋注射済票交付手数料550円）

　犬の登録・狂犬病予防注射は、市
　内の動物病院でもできます。
　環境政策課（☎0848-25-7430）

因島図書館の臨時休館

　蔵書点検のため、２月22日㈫～27
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。）
　因島図書館（☎0845-22-8660）

広島県特定（産業別）最低賃金改正

発効年月日　平成22年12月31日
広島県特定（産業別）最低賃金（時間額）
製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製
造業、その他の鉄鋼業（823円）／建
設用・建築用金属製品、その他の金
属製品製造業（790円）／はん用機械
器具、生産用機械器具、業務用機械
器具製造業（796円）／電子部品・デ
バイス・電子回路、電気機械器具、情
報通信機械器具製造業（755円）／自
動車・同附属品製造業（781円）／船
舶製造・修理業、舶用機関製造業
（821円）／各種商品小売業（764円）
／自動車小売業（775円）
※詳しくは、広島労働局ホームペー
ジをご覧ください。
　広島労働局賃金室
　（☎082-221-9244）

自動車の不具合情報を
お寄せください

　国土交通省では、迅速なリコール
の実施やリコール隠し等の防止のた
め、自動車不具合情報ホットライン
を通じて、皆さんの車に発生した不
具合情報を収集しています。車に不
具合が生じた際には、情報をお寄せ

ください。
フリーダイヤル（平日・日中）
　☎0120-744-960
自動音声（年中無休・24時間）
　☎03-3580-4434
http://www.mlit.go.jp/jidosha
/carinf/rcl/index.html 

介護認定調査員（嘱託）募集

　市では、要介護認定申請者の自宅
または医療機関等を訪問し、認定に
必要な調査を行う嘱託職員の介護認
定調査員を募集します。
募集人員　若干名
勤務場所　尾道市役所または因島総
合支所

勤務時間　月～金曜の９：00～15：49
応募資格　介護支援専門員、保健師、
（准）看護師、社会福祉士または介護福
祉士のいずれかの資格を有している人
で、車またはバイクの運転ができる人

応募方法　２月25日㈮までに、市販
の履歴書と資格証明書（写し）を希
望勤務地に提出

　　〒722-8501　尾道市久保一丁目15-1
高齢者福祉課介護認定給付係

　（☎0848-25-7118）
　〒722-2392　尾道市因島土生町７-４
　因島福祉課福祉係
　（☎0845-26-6221）

介護保険施設の
整備・運営事業者募集

　高齢者が住みなれた地域で安心し
て生活を継続できるよう、第４期介
護保険事業計画に基づいたサービス
基盤を整備するため、よりよい介護
サービスの提供が期待できる意欲あ
る事業者を募集します。
募集するサービス種類
◇認知症対応型通所介護
◇小規模多機能型居宅介護
◇地域密着型特定施設入居者生活介護
※募集内容および提出書類の様式等は、
市ホームページに掲載しています。

　　高齢者福祉課介護管理係
　（☎0848-25-7440）

募　集
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催　し

☎ 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

市立の小学校・中学校の臨時的
任用職員および非常勤講師募集

応募資格　教員免許を所有している
人（３月中に取得見込みの人を含
む）、教育に熱意を持っている人

応募期限　随時
応募方法　市販の履歴書を提出
　　〒722-8501　尾道市久保一丁目15-1
学校経営企画課学校経営支援室
　（☎0848-20-7453）

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（３月中に取得見込みの
人を含む）で、教育に熱意を持つ人

応募方法　２月23日㈬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
教育指導課豊かな心と体育成係
　（☎0848-20-7454）

因島技術センター
初任者研修生募集 

研修期間　４月初旬～６月末まで
の３カ月間
研修場所　因島技術センター
　（Hitz日立造船㈱因島工場内）
研修内容　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

対象　40歳未満　定員　80人程度
申込期限　２月28日㈪
※受講料のほか、資格試験料が必要で
す。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（因島総合支所しまおこし
課内　☎0845-26-6212）

尾道市因島地区修学資金貸付募集

　市では、経済的な理由で高校・大
学等に進学または在学することが
困難な人への修学資金の貸付につ
いて、次のとおり募集します。
貸付額

交付方法　奨学金は３カ月分をま
とめて年４回交付、入学支度金は
初回一括交付
貸付利息　無利息
貸付期間　在学する学校の正規の
修学年限
資格　学校教育法に規定する高等学
校・高等専門学校・大学・修学年限
２年以上の専修学校に進学または
在学している人（ただし通信制・夜
間部（定時制）を除く）、親または扶
養義務者が本市住民で平成18年１
月９日（尾道市編入前日）に旧因島
市に１年以上居住していた人、学
業成績が良好な人、経済的な理由
で進学または在学が困難な人、他
の奨学金などを受けていない人
償還　貸付終了後６カ月間据え置
き、年２回償還
償還年数　高校・高等専門学校５
年、大学・専修学校10年
申込方法　３月１日㈫～31日㈭に、
因島瀬戸田地域教育課にある申請
書類を提出（土・日・祝日を除く）

　　因島総合支所因島瀬戸田地域
教育課（☎0845-26-6204）

尾道市瀬戸田町奨学金貸付募集

　市では、経済的な理由で高校・大
学等に進学または在学することが
困難な人への資金の貸付について、
次のとおり募集します。
貸付額

貸付方法　奨学金は３カ月分をまと
めて年４回交付

貸付利息　無利息
貸付期間　在学する学校の標準の修
学年限

資格　学校教育法に規定する高等学
校・高等専門学校・大学・修学年数
２年以上の専修学校に進学または
在学している人（ただし通信制・夜
間部（定時制）を除く）、親または扶
養義務者が本市住民で平成18年１
月９日（尾道市編入前日）に旧瀬戸
田町に１年以上居住していた人、
学業成績が良好な人、経済的な理
由で進学または在学が困難な人、
他の奨学金などを受けていない人

償還　貸付終了後６カ月間据え置
き、年賦または月賦償還

償還年数　10年
申込方法　３月22日㈫～４月19日㈫
に、瀬戸田支所住民福祉課にある
申請書を提出（土・日・祝日を除く）

　　瀬戸田支所住民福祉課
　（☎0845-27-2211）

第29回尾道新人演奏会

日時　３月５日㈯18：30～（18：00開場）
場所　しまなみ交流館
入場券　一般1,000円、高校生以下
　500円（全席自由）
　尾道市文化協会（文化振興課内　
　☎0848-25-7366）

高校・高等専門学校
奨学金（月額）　10,000円以内
入学支度金　　100,000円以内
大学・専修学校（私立）
奨学金（月額）　30,000円以内
入学支度金　　300,000円以内
大学・専修学校（国公立）
奨学金（月額）　30,000円以内
入学支度金　　200,000円以内

高校または同等の学校
奨学金（月額）　15,000円
大学・短大・専門学校など
奨学金（月額）　30,000円


	P12
	P13
	11021415.pdf
	P14
	P15

	11021617.pdf
	P16
	P17

	11021819.pdf
	P18
	P19

	11022021.pdf
	P20
	P21


