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　バイクビズ（移動手段を過度に自家用車等に頼らず、
通勤や買い物などの近距離の移動等の日常生活におい
て自転車使用を積極的に取り入れる「エコでスマートな
ライフスタイル」）の普及促進により、二酸化炭素の削減
による地球温暖化対策を実施するとともに、市民の健康
増進を図ることを目的として、電動アシスト付き自転車
の購入に対し、補助を行います。
　この補助金は予算の範囲内で実施します。【先着順】
申請要件　次のすべての要件を満たす人
①市内に住所を有し、居住している18歳以上の人
②平成23年４月１日以降に市内に所在する店舗で、電動アシ
スト付き自転車（道路交通法施行規則第１条の３に規定す
る自転車で、かつ安全基準適合車）を新車で購入した人
③主として尾道市内で、日常的（※１）に電動アシスト付き自
転車を使用（予定）の人（※１　日常的とは、毎日ではない
にしても、週に最低３～４日程度は使用する場合を想定し
ています。申請時に活用計画を記載していただきます。）
④市税等を滞納していない人（転入者は従前の市町村税
の滞納が無い人） 
補助金の額　一律１万円 

補助件数　50件（※１世帯につき１台限り）
　先着順にて規定数に達し次第終了。ただし、受付開始
日（６月１日）に補助件数を超える申し出があった場
合は抽選。
受付期間　６月１日㈬～11月30日㈬８：30～17：00（土・
日・祝日を除く）
※郵送・電話での受付はできません。
申請場所　環境政策課・各支所
申請に必要なもの　電動アシスト付き自転車の領収書の
写しまたはこれに代わる書類の写し（価格、販売業者の住
所および販売業者印、販売日、申請者の名前が分かるも
の）、電動アシスト付き自転車の保証書の写し（メーカー
名、品名、型番が分かる部分）、印鑑（シャチハタ不可） 

補助金交付の流れ
　購入→申請書提出（利用計画等を記載）→申請書受理→
電動アシスト付き自転車にステッカーを貼ってバイク
ビズの取組（60日間）→実績報告書（走行距離・時間、バイ
クビズの効果等を記載）提出（14日以内）→補助金の交付

申込・問い合わせ先　環境政策課（☎0848-25-7430）

「バイクビズおのみち」補助事業

補助金額（改築）
５人槽　332,000円、７人槽　414,000円、10人槽　548,000円
補助金額（新築）
５人槽　166,000円、７人槽　207,000円、10人槽　274,000円
受付条件
○浄化槽工事を行っていないこと
○自己居住用の個人住宅であって10人槽以下のもの（た
だし、店舗などを併設するものも含むが補助は住宅部
分を対象とする）
○工事が平成24年３月25日までに終了すること
○補助金交付申請書に必要な書類を添付して申請すること

※「尾道市小型浄化槽設置整備事業補助金交付要綱」を
遵守しない場合は補助金を交付できません。
補助対象外地域（以下の地域は補助対象になりません。）
○公共下水道認可区域
○漁業集落環境整備事業区域
○農業集落排水事業整備区域
※上記以外でも団地内などの処理施設で生活排水を処
理している区域は対象外です。
申込・問い合わせ先
　下水道課（☎0848-25-7232）
　因島総合支所市民生活課（☎0845-26-6201）

小型浄化槽を設置すると補助金がでます

　市では、清潔で快適な環境づくりと浸水による災害防
止のために、公共下水道事業を推進しています。公共下水
道の使用が可能な地域にお住まいの人は、生活排水を衛生
的に排除するため、早期に下水道への接続工事をお願いし
ます。し尿浄化槽を使用している場合も、し尿浄化槽は廃
止して、直接公共下水道に流すようにしてください。
　なお、接続工事は尾道市公共下水道排水設備指定工事
店でなければ行えません。見積りや工事は、指定工事店
に依頼してください。
下水道が利用できる地域
　東・西御所町、土堂一・二丁目、十四日元町、久保一・二・
三丁目、尾崎本町、新高山一・二・三丁目、山波町、東尾道、
高須町、御調町
※地域の一部には、未供用部分や整備区域外がありま
す。取付管など不明な場合は、下水道課または指定工
事店にお問い合わせください。
　また、供用開始後３年以内に公共下水道に接続する場
合には、排水設備の設置費用の一部を補助する補助金制

度を利用することができます。
補助額

※次に該当する場合は補助金交付の対象になりません。
①市税および市の各種徴収金等を滞納している場合
②当該工事が排水設備等の計画の確認を受けていない場合
③認可区域外から公共下水道に接続しようとする場合
④公共下水道に接続している既設の排水設備の改築お
よび増築工事を施工する場合
問い合わせ先　下水道課庶務係（☎0848-25-7232）

家庭の汚水は公共下水道へ

～４月から窓口が変わりました～

区　分 限度額
供用開始日から1年以内に排水設備工事
（先行接続工事を含む）を完了したとき
供用開始日から1年経過後2年以内に
排水設備工事を完了したとき
供用開始日から2年経過後3年以内に
排水設備工事を完了したとき
生活扶助世帯

80,000円

65,000円

50,000円

255,000円



13広報おのみち・平成23年４月

　農作物をイノシシや鳥による被害から守るため、防護
さく等の購入について助成を行っています。この制度に
ついて、平成23年度から補助対象者、補助額等について
変更しました。
補助対象（変更なし）
①防護さく（トタン板・溶接金網）の購入費用
②電気さく（電気さく器、伝導線、ポール等をセットにし
た防護さく）の購入費用
③防鳥ネットの購入費用
④捕獲わな（箱わな）の購入費用
※工事費は事業費に含みません。
補助対象者　市内に農林地を有する農林業者
　　　　　　（旧：市内に住所を有する農林業家）
※捕獲わなについては、わな猟狩猟免許を有する農林業者
補助額
【農林業者（個人）に対する補助】補助対象事業に要する

経費の３分の１または30,000円のどちらか低い額
（旧：農林業家（個人）に対する補助のみで補助対象事業に
要する経費の２分の１または50,000円のどちらか低い額）
【２戸以上の農林業者（隣接する２筆以上の農地を囲む
場合）に対する補助（新規）】補助対象事業に要する経費
の２分の１または70,000円のどちらか低い額
※千円未満は切り捨て。ただし、補助金交付申請は１年
度１回までです。（旧：１年度２回まで）
申請書類　市役所・市各支所・農協各支所にあります。
※詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ先
　農林水産課　　　　　　　（☎0848-20-7506）
　御調支所まちおこし課　　（☎0848-76-2922）
　向島支所しまおこし課　　（☎0848-44-0112）
　因島総合支所しまおこし課（☎0845-26-6211）
　瀬戸田支所しまおこし課　（☎0845-27-2212）

　森林は、土砂災害を防いだり、豊かで清らかな水を与え
てくれるなど、私たちの暮らしに大切な働きをしていま
す。しかし、近年手入れ不足の森林が増加し、このまま森
林の荒廃が進めば、森林の機能が損なわれてしまいます。
　広島県では、森林は県民共有の財産であり、県民ぐる
みで守り育てることを目的として、ひろしまの森づくり
県民税を財源に「ひろしまの森づくり事業」を実施して
います。
　本市でも森林を県民共有の財産として次世代に引き
継ぐため「おのみちの森づくり事業」を実施していきま
す。助成対象事業は、次のとおりです。
■環境貢献林整備事業
　スギやヒノキの人工林で15年以上手入れがされてい
ないため、緊急に間伐が必要な森林の整備や風雪害によ
る被害木の伐倒・整理を行う事業です。

■里山林整備事業
　手入れ不足の森林の伐倒・間伐・下刈りや松くい虫被
害跡地の整備、竹林の伐採、自然を体験できる里山の整
備、イノシシなどの鳥獣被害を防止するための森林整備
などを行う事業です。
■里山保全活用支援事業
　里山林を保全活用するための住民団体・ＮＰＯなどによる
取り組みや企業による社会貢献活動を支援する事業です。
※事業実施についてはメニューごとに採択要件があり、
事前に審査を受けていただく必要があります。
　平成23年度の事業要望を、４月11日㈪～５月31日㈫の
期間受け付けます。森林の所在地や状況を確認のうえ、
農林水産課へご相談ください。
※詳しくは、農林水産課または広島県ホームページをご
覧ください。

問い合わせ先　農林水産課農林振興係（☎0848-25-7212）

鳥獣防護さく等設置事業制度

おのみちの森づくり事業

未登記道路等整理事業

～4月から一部変わりました～

　未登記道路等の登記整理を行っています。尾道市への
登記名義の変更にご協力をお願いします。
　該当する土地があればご相談ください。
注意事項
①寄付による整理となります。
②登記整理するための書類へは実印の押印が必要です。
（印鑑証明書の添付必要）なお、相続が発生している場
合は、相続人全員の協力が必要となります。

③周辺の土地所有者との境界を確認し、測量を行う場合
があります。
④登記整理の結果、面積および固定資産税が増える場合
があります。
⑤調査の結果、登記の整理ができない場合があります。
※「未登記道路等」とは、市道や市の施設として使用され
ている土地において、登記簿上、土地所有者の名前が
尾道市に変更されず、元の土地所有者のままになって
いる土地です。
問い合わせ先　用地課（☎0848-25-7252）
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公民館自主サークル活動
公民館活動についてのご相談は、中央公民館（TEL0848-44-0683、　0848-44-2569）へ
　市内各公民館では市民の皆さんが自主的にサークルをつくり活動しています。詳しくは各公民館または中央公
民館へお問い合わせください。※定員の関係等で入会できない場合があります。なお、会費等が必要です。

栗原北公民館
（美ノ郷町三成　☎0848-48-5868）
アートフラワー　アマチュア無線
生命の貯蓄体操　エアロビクス　英会話
絵手紙　親子ダンス　折り紙　歌謡
空手　韓国語会話　着付け　クラフト
かご作り　軽音楽　健康体操　剣詩舞
子どもバレエ体操　詩吟　写真　水彩画
ストレッチ体操　スポーツダンス
銭太鼓　太極拳　大正琴　中国語
トランポビクス　粘土の花と人形
パソコン　バトン　ビーズワーク
フォークダンス　舞踊　フラダンス
フラワーデザイン　民謡　民謡・三味線
ヨーガ　料理

山波公民館
（山波町　☎0848-37-8226）
生花　絵手紙　音楽療法　歌謡
グランドゴルフ　健康体操
詩吟　三味線　習字　銭太鼓
大正琴　舞踊　フラワーアレンジメント
民謡

長江公民館
（長江二丁目　☎0848-37-9656）
エアロビクス　押花　おじゃみ会
絵画　歌謡　健康体操　さわやか体操
詩吟　新舞踊　水墨画　スポーツ
ダンス　大正琴　中国語　手編
手縫い・アートフラワー　読書会
長江女性会　フォークダンス
民謡　レクリエーションダンス

土堂公民館
（西土堂町　☎0848-23-9662）
絵画　古文書を読む会　３Ｂ体操
書道　水墨画　煎茶　中国語
デンマーク手工芸　戸塚刺しゅう
ハガキ絵　パッチワーク　舞踊
ヨガ

吉和公民館
（神田町　☎0848-22-4665）
アートフラワー　生花　親子
サークル　歌謡　空手　健康体操
剣詩舞　茶道　さわやか体操
さわやか勉強会　詩吟
ジャギーダンス　書道　水墨画
体力保持　手編み　トリム体操
フォークダンス　ふれあいサロン
料理

日比崎公民館
（栗原西一丁目　☎0848-22-8732）
英会話　刺し子　絵画　華道
歌謡　3Ｂ体操　詩吟　社交ダンス
書道　水墨画　銭太鼓　太極拳
大正琴　ちぎり絵　中国語
手編物　手描友禅　日本語教室
フォークダンス　舞踊
フラダンス　民踊　民謡・三味線
ヨガ

栗原公民館
（西則末町　☎0848-23-2107）
生花　おやつ同好会　介護予防教室
歌謡　空手　コーラス　茶道
社交ダンス　かな習字　ペン習字
手芸　銭太鼓　煎茶　太極拳
大正琴　トリム体操　舞踊
ふれあいサロン　民踊

土生公民館
（因島土生町　☎0845-22-0032）
生花　囲碁　絵手紙　絵画　合奏
空手　かるた　韓国語　健康体操
コーラス　混声合唱団　3Ｂ体操
詩吟　刺しゅう　社交ダンス
写真　習字　手話　銭太鼓
煎茶　川柳　太極拳　大正琴
卓球　ちぎり絵　日舞　マジック
ラージボール　料理男性

三庄公民館
（因島三庄町　☎0845-22-0418）
生花　囲碁　絵手紙　お手玉体操
歌謡　コーラス　茶道　サロン
3Ｂ体操　写真　手芸　将棋
書道　水彩画　大正琴　短歌
陶芸　日本画　パソコン　舞踊
ヨガ　ラージ卓球　料理（男性）

田熊公民館
（因島田熊町　☎0845-22-0537）
生花　囲碁　歌声　おしゃべり
花道　歌謡　健康体操　コーラス
茶道　サロン　3Ｂ体操　社交ダンス
写真　手芸　書道　水墨画　銭太鼓
太極拳　短歌　手描友禅　陶芸
南京玉すだれ　日舞　俳句
フォークダンス　ラージ卓球
料理（男性）

中庄公民館
（因島中庄町　☎0845-24-0009）
生花　囲碁　絵手紙　踊り　歌謡
ギターアンサンブル　3Ｂ体操
詩吟　健康体操　社交ダンス　写真
手芸　書道　水彩画　水墨画
銭太鼓　太極拳＆リフレッシュヨガ
大正琴　パン作り　かるた　舞踊
プリザーブドフラワー　謡曲・仕舞
ラージボール　リズムダンス

重井公民館
（因島重井町　☎0845-25-0016）
合気道　生花　囲碁　おし花
語りべの会　歌謡　空手　社交ダンス
写真　手芸　銭太鼓　太極拳
馬神太鼓　短歌　俳句　舞踊　フラダンス
ヨガ　ラージ卓球　リズム体操

大浜公民館
（因島大浜町　☎0845-24-1001）
脳活性化　生花　エアロビックス
おしゃべり会　歌謡　子どもスポーツ
社交ダンス　ソシアルダンス
ストレッチ　川柳会　ラージボール卓球
バドミントン　ビーチバレー

東生口公民館
（因島原町　☎0845-28-0219）
生花　囲碁　絵手紙　郷土史
筋トレ・ダンベル体操　茶道
詩吟　詩舞　手芸　大正琴
俳句　舞踊　友禅染　料理

瀬戸田公民館（瀬戸田市民会館内）
（瀬戸田町　☎0845-27-1878）
編物　生花　音声訳　絵画　合唱
漢詩と吟詠　尺八　書道　短歌
ちぎり絵　手描友禅　点字
ヴァイオリン　南京玉すだれ
パソコン　民謡　大正琴　木工芸
読み聞かせ

※向島町の川尻・兼吉・江奥・津
部田・立花・岩子島・愛ランドの
問い合わせは、向島公民館へ（ ）

河内公民館
（御調町丸河南　☎0848-76-1981）
囲碁・将棋　歌謡　カローリング
コーラス　キッズダンス
古文書　茶道　詩吟
ジャザサイズ　銭太鼓　短歌
社交ダンス　ちぎり絵　謡曲

今津野公民館
（御調町津蟹　☎0848-78-0405）
生花　絵手紙　歌謡　コーラス
茶道　手芸　銭太鼓　大正琴
パソコン

綾目公民館
（御調町綾目　☎0848-76-0050）
歌謡　コーラス　詩吟　銭太鼓
大正琴　パソコン
パッチワーク・手芸

大和公民館
（御調町大山田　☎0848-76-0692）
歌謡　コーラス　習字　大正琴
南京玉すだれ　フラダンス
ミュージックベル

向島公民館（中央公民館）
（向島町　☎0848-44-0683）
編み物　いけばな　エアロビクス
英会話　絵手紙　お手玉
地球エコの会　折り紙　傘踊り
歌謡　空手　着付け　木目込み人形
健康体操　コーラス　バレエ体操
茶道　三弦　3Ｂ体操　写真　ペン習字
書道　水墨画　スポーツダンス
煎茶　筝曲　大正琴　短歌　
チェアエクササイズ　中国語　
手描友禅　籐工芸　トールペイント
長寿読書会　トリム体操　日本画
パソコン絵画　パソコン　パッチワーク
ハワイアンフラ　フォークダンス　舞踊
フラワーアレンジメント　フラワーデザイン
プリザーブドフラワー　洋画　洋菓子
謡曲　洋裁　ヨーガ　料理
ワード同好会　和紙工芸・人形

川尻分館（愛あいセンター）
パッチワーク　舞踊
ママサークル

兼吉
歌謡

江奥コミュニティセンター
民踊

津部田コミュニティセンター
歌謡

立花公民館
歌謡　舞踊

岩子島（農業構造改善センター）
生花　民踊

愛ランド
囲碁　絵画　健康体操　太極拳
洋菓子　ヨーガ

原田分館
（原田町梶山田）

歌謡
久山田分館
（久山田町）

囲碁　歌謡　子育て

藤井川公民館
（美ノ郷町本郷　☎0848-48-0001）
生花　健康体操　サロン
パッチワーク　舞踊　文庫　民踊

木ノ庄東分館
（木ノ庄町木梨　☎0848-48-2622）
生花　子育て　茶道　3Ｂ体操　
詩吟　パッチワーク　舞踊
民踊

山方分館
（木ノ庄町木梨山方）

折り紙

東部公民館
（高須町　☎0848-46-0001）
アートフラワー　生花　囲碁
生命の貯蓄体操　ウクレレ・ギター
絵手紙　親子3B体操　親子絵本
おり紙　絵画　歌謡　空手
子育て　子ども英会話　子ども絵画
子どもバレエ体操　社交ダンス
手芸　手話　書道　スポーツダンス
煎茶　大正琴　トリム体操　舞踊
フラダンス　フラワーアレンジメント
ふれあいサロン　ワークショップ心の森

高須南分館
（高須町）

アートフラワー　絵手紙
子どもバレエ体操　水彩画
トリム体操　吹矢　舞踊

浦崎公民館
（浦崎町　☎0848-73-2001）
囲碁　絵画　健康体操　茶道
手編み　ふる里の文化史　友禅染

向東公民館（サンボル尾道内）
（向東町　☎0848-44-3955）
生花　エアロビクス　おし花　
折り紙　音楽教育　歌謡
健康体操　3B体操　習字　書道
大正琴　ちぎり絵　ハガキ絵
パッチワーク　舞踊
フラワーアレンジメント　フラワーデザイン
民謡　友禅染　ヨガ　料理
レクリェーションダンス

菅野公民館
（御調町大塔　☎0848-76-1899）
生花　転倒予防体操　陶芸
和裁

上川辺公民館
（御調町大蔵　☎0848-76-0301）
絵手紙　歌謡　詩吟
体力作り　童謡　日舞

市公民館
（御調町市　☎0848-76-2323）
編物　生花　絵手紙　歌謡
茶道　詩吟　書道　自立整体操
大正琴　ちぎり絵　パソコン
舞踊　フラダンス　民謡
民謡・三味線
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　犬の登録は生涯１回、狂犬病予防注射は毎年１回と狂犬病予防法によって義務づけら
れています。これらに違反した場合は厳しい罰則規定がありますので遵守してください。
　次の日程で、犬の登録と狂犬病予防注射を行います。
■登録料 3,000円　■注射代と済票代 3,050円
※登録をしている人には案内はがきを送付しますので、注射の際に持参してください。
※飼い主の変更、死亡届などは、環境政策課または各支所へ届け出てください。
問い合わせ先　環境政策課（☎0848-25-7430）

飼い犬の登録と注射

いきいきサロン椋浦
鏡浦町民会館
外浦集会所
徳永区民会館
中庄公民館
新開区研修所

重井東浜荷揚場
重井公民館
重井明神さん
大浜公民館
西浦臼崎神社　
竹長区民会館

生協田熊店
田熊公民館
寿楽園
東生口公民館
佐屋条バス停奥　

東区弁財天
郷区区民館
土生公民館
荒神社下　
新生区児童公園
市役所因島総合支所

三庄９区会館
Yショップ神田店
三庄公民館
三庄３区金毘羅堂
千守地蔵堂

いきいきサロン新浜
吉和公民館
吉和公民館福地分館
尾三地域事務所庁舎《旧広島県合同庁舎》
いきいきサロン木頃
藤井川公民館

新開公民館
歌バス停前
市役所百島支所
百島泊消防とん所

今津野公民館
河内公民館
綾目公民館
市役所御調支所

５月10日㈫

５月11日㈬

5月12日㈭

５月13日㈮

５月16日㈪

５月17日㈫

５月18日㈬

５月19日㈭ ５月31日㈫

６月１日㈬

６月２日㈭

６月３日㈮

６月６日㈪

５月20日㈮

５月23日㈪

５月24日㈫

５月25日㈬

５月26日㈭

５月27日㈮

５月30日㈪

中央図書館駐車場
尾道市役所
尾道南高校
長江中学校グラウンド内
旧JA西藤出張所
河原公園

JA三成支所
畑地区共同利用施設
JA木ノ庄西支所
石畦ふれあいクラブ
木ノ庄東小学校前
JA原田支所
いきいきサロン小原

上組集会所
浦崎支所
旧高尾公民館
浦島漁協
戸崎桟橋

しまなみ交流館前広場
日比崎公民館
平櫛医院裏
JA栗原支所
川上児童公園
尾道大学正門
中国労働衛生協会尾道検診所

栗原第一児童公園
三成ヶ丘第一児童公園
旧coopミニ三美園店
旭ヶ丘第一児童公園
いきいきサロン新高山

旧JA名荷支所
旧JA林支所
中野多目的集会所
鹿田原・厳島神社前
旧JA高根支所
沢・八幡神社

母子健康センター
JA三原せとだ南支店
南風園
なぎさ園
早瀬バス停前
旧JA垂水支所
旧JA福田支所
瀬戸田市民会館前

市役所御調支所
大和公民館
上川辺公民館
菅野公民館

ハローズ東尾道店北駐車場
西新涯西児童公園
東部公民館
太田人権文化会館
JA山波支所

古江浜公民館
大町公民館
市役所向東支所
森金公民館
旧彦ノ上保育所前

立花運動広場西側
干汐公民館
江奥休組公民館
江奥塞之神ずい道
中富浜九軒島緑地
《山陽造船跡地南側入川沿》

津部田コミュニティーセンター
JA岩子島事業所
有道ふれあいセンター
やすらぎ荘
市役所向島支所
《尾道市民センターむかいしま》

９：30～10：00
10：20～10：40
11：00～11：20
11：40～12：00
13：05～13：35
14：00～14：30

９：30～10：25
10：45～10：55
11：15～11：25
11：45～12：00
13：00～13：20
13：40～14：10
14：30～14：40

９：40～10：10
10：30～11：20
11：40～12：00
13：10～13：50
14：10～14：30

９：30～ ９：50
10：10～10：30
10：50～11：10
11：30～12：00
13：00～13：15
13：35～13：50
14：10～14：30

“”
９：40～９：50“”
10：10～10：30
10：45～11：15
11：30～12：00
13：10～13：40

10：00～10：20
10：30～11：05
11：15～11：35
11：45～12：00
13：10～13：40
14：00～14：30

10：10～10：30
10：40～10：50
11：00～11：10
11：20～11：35
11：45～11：55
13：00～13：30
13：50～14：20
14：30～14：40

10：10～10：20
10：35～10：45
11：00～11：20
11：35～12：00
13：10～13：50
14：10～14：40

10：00～10：40
11：00～11：20
11：40～12：00
13：10～13：35
14：00～14：25
14：40～15：00

10：10～10：45
11：10～11：50
13：00～13：20
13：40～14：10
14：30～14：50

10：00～10：20
10：40～11：00
11：20～12：00
13：10～13：30
13：50～14：10
14：30～14：50

10：00～10：20
10：40～11：00
11：20～11：50
13：10～13：35
14：00～14：30

９：30～９：40
10：00～10：50
11：10～11：20
11：40～12：00
13：10～13：30
14：00～14：30

９：50～10：20
10：35～11：00
13：10～13：40
14：00～14：20

９：40～10：10
10：30～11：20
11：40～12：00
13：10～14：10

９：40～10：20
10：40～11：00
11：20～12：00
13：10～13：50

９：30～10：20
10：40～11：00
11：20～11：50
13：00～13：30
13：50～14：30

９：40～10：05
10：25～10：40
11：00～12：00
13：10～13：30
14：00～14：30

９：30～10：00
10：20～10：30
10：50～11：10
11：30～11：50
13：00～14：00

９：30～10：10
10：30～10：50
11：10～11：50
13：10～13：40
14：00～15：00

登録・注射は尾道市内の動物病院
でも行っています。
因島動物病院
（　　　　　　　　　☎0845-24-3357）
おおはま獣医科医院
（　　　　　　　　　☎0845-24-3210）
くまさん動物病院
（　　　　　　　　　☎0848-24-0037）
しまなみ動物医療ステーション
（　　　　　　　　　☎0845-26-2228）
村井獣医科医院
（　　　　　　　　　☎0848-22-6626）
むらかみ動物病院
（　　　　　　　　　☎0848-23-5788）
吉岡獣医科医院
（　　　　　　　　　☎0848-25-4068）
吉本獣医科医院
（　　　　　　　　　☎0848-37-1236）

因島中庄町西浦2430-4

因島大浜町380-2

栗原町6059-2

因島中庄町西浦1852-4

吉浦町3-9

栗原町8565-2

栗原町6316-2

久保二丁目24-15
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公民館自主サークル活動
公民館活動についてのご相談は、中央公民館（TEL0848-44-0683、　0848-44-2569）へ
　市内各公民館では市民の皆さんが自主的にサークルをつくり活動しています。詳しくは各公民館または中央公
民館へお問い合わせください。※定員の関係等で入会できない場合があります。なお、会費等が必要です。

栗原北公民館
（美ノ郷町三成　☎0848-48-5868）
アートフラワー　アマチュア無線
生命の貯蓄体操　エアロビクス　英会話
絵手紙　親子ダンス　折り紙　歌謡
空手　韓国語会話　着付け　クラフト
かご作り　軽音楽　健康体操　剣詩舞
子どもバレエ体操　詩吟　写真　水彩画
ストレッチ体操　スポーツダンス
銭太鼓　太極拳　大正琴　中国語
トランポビクス　粘土の花と人形
パソコン　バトン　ビーズワーク
フォークダンス　舞踊　フラダンス
フラワーデザイン　民謡　民謡・三味線
ヨーガ　料理

山波公民館
（山波町　☎0848-37-8226）
生花　絵手紙　音楽療法　歌謡
グランドゴルフ　健康体操
詩吟　三味線　習字　銭太鼓
大正琴　舞踊　フラワーアレンジメント
民謡

長江公民館
（長江二丁目　☎0848-37-9656）
エアロビクス　押花　おじゃみ会
絵画　歌謡　健康体操　さわやか体操
詩吟　新舞踊　水墨画　スポーツ
ダンス　大正琴　中国語　手編
手縫い・アートフラワー　読書会
長江女性会　フォークダンス
民謡　レクリエーションダンス

土堂公民館
（西土堂町　☎0848-23-9662）
絵画　古文書を読む会　３Ｂ体操
書道　水墨画　煎茶　中国語
デンマーク手工芸　戸塚刺しゅう
ハガキ絵　パッチワーク　舞踊
ヨガ

吉和公民館
（神田町　☎0848-22-4665）
アートフラワー　生花　親子
サークル　歌謡　空手　健康体操
剣詩舞　茶道　さわやか体操
さわやか勉強会　詩吟
ジャギーダンス　書道　水墨画
体力保持　手編み　トリム体操
フォークダンス　ふれあいサロン
料理

日比崎公民館
（栗原西一丁目　☎0848-22-8732）
英会話　刺し子　絵画　華道
歌謡　3Ｂ体操　詩吟　社交ダンス
書道　水墨画　銭太鼓　太極拳
大正琴　ちぎり絵　中国語
手編物　手描友禅　日本語教室
フォークダンス　舞踊
フラダンス　民踊　民謡・三味線
ヨガ

栗原公民館
（西則末町　☎0848-23-2107）
生花　おやつ同好会　介護予防教室
歌謡　空手　コーラス　茶道
社交ダンス　かな習字　ペン習字
手芸　銭太鼓　煎茶　太極拳
大正琴　トリム体操　舞踊
ふれあいサロン　民踊

土生公民館
（因島土生町　☎0845-22-0032）
生花　囲碁　絵手紙　絵画　合奏
空手　かるた　韓国語　健康体操
コーラス　混声合唱団　3Ｂ体操
詩吟　刺しゅう　社交ダンス
写真　習字　手話　銭太鼓
煎茶　川柳　太極拳　大正琴
卓球　ちぎり絵　日舞　マジック
ラージボール　料理男性

三庄公民館
（因島三庄町　☎0845-22-0418）
生花　囲碁　絵手紙　お手玉体操
歌謡　コーラス　茶道　サロン
3Ｂ体操　写真　手芸　将棋
書道　水彩画　大正琴　短歌
陶芸　日本画　パソコン　舞踊
ヨガ　ラージ卓球　料理（男性）

田熊公民館
（因島田熊町　☎0845-22-0537）
生花　囲碁　歌声　おしゃべり
花道　歌謡　健康体操　コーラス
茶道　サロン　3Ｂ体操　社交ダンス
写真　手芸　書道　水墨画　銭太鼓
太極拳　短歌　手描友禅　陶芸
南京玉すだれ　日舞　俳句
フォークダンス　ラージ卓球
料理（男性）

中庄公民館
（因島中庄町　☎0845-24-0009）
生花　囲碁　絵手紙　踊り　歌謡
ギターアンサンブル　3Ｂ体操
詩吟　健康体操　社交ダンス　写真
手芸　書道　水彩画　水墨画
銭太鼓　太極拳＆リフレッシュヨガ
大正琴　パン作り　かるた　舞踊
プリザーブドフラワー　謡曲・仕舞
ラージボール　リズムダンス

重井公民館
（因島重井町　☎0845-25-0016）
合気道　生花　囲碁　おし花
語りべの会　歌謡　空手　社交ダンス
写真　手芸　銭太鼓　太極拳
馬神太鼓　短歌　俳句　舞踊　フラダンス
ヨガ　ラージ卓球　リズム体操

大浜公民館
（因島大浜町　☎0845-24-1001）
脳活性化　生花　エアロビックス
おしゃべり会　歌謡　子どもスポーツ
社交ダンス　ソシアルダンス
ストレッチ　川柳会　ラージボール卓球
バドミントン　ビーチバレー

東生口公民館
（因島原町　☎0845-28-0219）
生花　囲碁　絵手紙　郷土史
筋トレ・ダンベル体操　茶道
詩吟　詩舞　手芸　大正琴
俳句　舞踊　友禅染　料理

瀬戸田公民館（瀬戸田市民会館内）
（瀬戸田町　☎0845-27-1878）
編物　生花　音声訳　絵画　合唱
漢詩と吟詠　尺八　書道　短歌
ちぎり絵　手描友禅　点字
ヴァイオリン　南京玉すだれ
パソコン　民謡　大正琴　木工芸
読み聞かせ

※向島町の川尻・兼吉・江奥・津
部田・立花・岩子島・愛ランドの
問い合わせは、向島公民館へ（ ）

河内公民館
（御調町丸河南　☎0848-76-1981）
囲碁・将棋　歌謡　カローリング
コーラス　キッズダンス
古文書　茶道　詩吟
ジャザサイズ　銭太鼓　短歌
社交ダンス　ちぎり絵　謡曲

今津野公民館
（御調町津蟹　☎0848-78-0405）
生花　絵手紙　歌謡　コーラス
茶道　手芸　銭太鼓　大正琴
パソコン

綾目公民館
（御調町綾目　☎0848-76-0050）
歌謡　コーラス　詩吟　銭太鼓
大正琴　パソコン
パッチワーク・手芸

大和公民館
（御調町大山田　☎0848-76-0692）
歌謡　コーラス　習字　大正琴
南京玉すだれ　フラダンス
ミュージックベル

向島公民館（中央公民館）
（向島町　☎0848-44-0683）
編み物　いけばな　エアロビクス
英会話　絵手紙　お手玉
地球エコの会　折り紙　傘踊り
歌謡　空手　着付け　木目込み人形
健康体操　コーラス　バレエ体操
茶道　三弦　3Ｂ体操　写真　ペン習字
書道　水墨画　スポーツダンス
煎茶　筝曲　大正琴　短歌　
チェアエクササイズ　中国語　
手描友禅　籐工芸　トールペイント
長寿読書会　トリム体操　日本画
パソコン絵画　パソコン　パッチワーク
ハワイアンフラ　フォークダンス　舞踊
フラワーアレンジメント　フラワーデザイン
プリザーブドフラワー　洋画　洋菓子
謡曲　洋裁　ヨーガ　料理
ワード同好会　和紙工芸・人形

川尻分館（愛あいセンター）
パッチワーク　舞踊
ママサークル

兼吉
歌謡

江奥コミュニティセンター
民踊

津部田コミュニティセンター
歌謡

立花公民館
歌謡　舞踊

岩子島（農業構造改善センター）
生花　民踊

愛ランド
囲碁　絵画　健康体操　太極拳
洋菓子　ヨーガ

原田分館
（原田町梶山田）

歌謡
久山田分館
（久山田町）

囲碁　歌謡　子育て

藤井川公民館
（美ノ郷町本郷　☎0848-48-0001）
生花　健康体操　サロン
パッチワーク　舞踊　文庫　民踊

木ノ庄東分館
（木ノ庄町木梨　☎0848-48-2622）
生花　子育て　茶道　3Ｂ体操　
詩吟　パッチワーク　舞踊
民踊

山方分館
（木ノ庄町木梨山方）

折り紙

東部公民館
（高須町　☎0848-46-0001）
アートフラワー　生花　囲碁
生命の貯蓄体操　ウクレレ・ギター
絵手紙　親子3B体操　親子絵本
おり紙　絵画　歌謡　空手
子育て　子ども英会話　子ども絵画
子どもバレエ体操　社交ダンス
手芸　手話　書道　スポーツダンス
煎茶　大正琴　トリム体操　舞踊
フラダンス　フラワーアレンジメント
ふれあいサロン　ワークショップ心の森

高須南分館
（高須町）

アートフラワー　絵手紙
子どもバレエ体操　水彩画
トリム体操　吹矢　舞踊

浦崎公民館
（浦崎町　☎0848-73-2001）
囲碁　絵画　健康体操　茶道
手編み　ふる里の文化史　友禅染

向東公民館（サンボル尾道内）
（向東町　☎0848-44-3955）
生花　エアロビクス　おし花　
折り紙　音楽教育　歌謡
健康体操　3B体操　習字　書道
大正琴　ちぎり絵　ハガキ絵
パッチワーク　舞踊
フラワーアレンジメント　フラワーデザイン
民謡　友禅染　ヨガ　料理
レクリェーションダンス

菅野公民館
（御調町大塔　☎0848-76-1899）
生花　転倒予防体操　陶芸
和裁

上川辺公民館
（御調町大蔵　☎0848-76-0301）
絵手紙　歌謡　詩吟
体力作り　童謡　日舞

市公民館
（御調町市　☎0848-76-2323）
編物　生花　絵手紙　歌謡
茶道　詩吟　書道　自立整体操
大正琴　ちぎり絵　パソコン
舞踊　フラダンス　民謡
民謡・三味線
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　犬の登録は生涯１回、狂犬病予防注射は毎年１回と狂犬病予防法によって義務づけら
れています。これらに違反した場合は厳しい罰則規定がありますので遵守してください。
　次の日程で、犬の登録と狂犬病予防注射を行います。
■登録料 3,000円　■注射代と済票代 3,050円
※登録をしている人には案内はがきを送付しますので、注射の際に持参してください。
※飼い主の変更、死亡届などは、環境政策課または各支所へ届け出てください。
問い合わせ先　環境政策課（☎0848-25-7430）

飼い犬の登録と注射

いきいきサロン椋浦
鏡浦町民会館
外浦集会所
徳永区民会館
中庄公民館
新開区研修所

重井東浜荷揚場
重井公民館
重井明神さん
大浜公民館
西浦臼崎神社　
竹長区民会館

生協田熊店
田熊公民館
寿楽園
東生口公民館
佐屋条バス停奥　

東区弁財天
郷区区民館
土生公民館
荒神社下　
新生区児童公園
市役所因島総合支所

三庄９区会館
Yショップ神田店
三庄公民館
三庄３区金毘羅堂
千守地蔵堂

いきいきサロン新浜
吉和公民館
吉和公民館福地分館
尾三地域事務所庁舎《旧広島県合同庁舎》
いきいきサロン木頃
藤井川公民館

新開公民館
歌バス停前
市役所百島支所
百島泊消防とん所

今津野公民館
河内公民館
綾目公民館
市役所御調支所

５月10日㈫

５月11日㈬

5月12日㈭

５月13日㈮

５月16日㈪

５月17日㈫

５月18日㈬

５月19日㈭ ５月31日㈫

６月１日㈬

６月２日㈭

６月３日㈮

６月６日㈪

５月20日㈮

５月23日㈪

５月24日㈫

５月25日㈬

５月26日㈭

５月27日㈮

５月30日㈪

中央図書館駐車場
尾道市役所
尾道南高校
長江中学校グラウンド内
旧JA西藤出張所
河原公園

JA三成支所
畑地区共同利用施設
JA木ノ庄西支所
石畦ふれあいクラブ
木ノ庄東小学校前
JA原田支所
いきいきサロン小原

上組集会所
浦崎支所
旧高尾公民館
浦島漁協
戸崎桟橋

しまなみ交流館前広場
日比崎公民館
平櫛医院裏
JA栗原支所
川上児童公園
尾道大学正門
中国労働衛生協会尾道検診所

栗原第一児童公園
三成ヶ丘第一児童公園
旧coopミニ三美園店
旭ヶ丘第一児童公園
いきいきサロン新高山

旧JA名荷支所
旧JA林支所
中野多目的集会所
鹿田原・厳島神社前
旧JA高根支所
沢・八幡神社

母子健康センター
JA三原せとだ南支店
南風園
なぎさ園
早瀬バス停前
旧JA垂水支所
旧JA福田支所
瀬戸田市民会館前

市役所御調支所
大和公民館
上川辺公民館
菅野公民館

ハローズ東尾道店北駐車場
西新涯西児童公園
東部公民館
太田人権文化会館
JA山波支所

古江浜公民館
大町公民館
市役所向東支所
森金公民館
旧彦ノ上保育所前

立花運動広場西側
干汐公民館
江奥休組公民館
江奥塞之神ずい道
中富浜九軒島緑地
《山陽造船跡地南側入川沿》

津部田コミュニティーセンター
JA岩子島事業所
有道ふれあいセンター
やすらぎ荘
市役所向島支所
《尾道市民センターむかいしま》

９：30～10：00
10：20～10：40
11：00～11：20
11：40～12：00
13：05～13：35
14：00～14：30

９：30～10：25
10：45～10：55
11：15～11：25
11：45～12：00
13：00～13：20
13：40～14：10
14：30～14：40

９：40～10：10
10：30～11：20
11：40～12：00
13：10～13：50
14：10～14：30

９：30～ ９：50
10：10～10：30
10：50～11：10
11：30～12：00
13：00～13：15
13：35～13：50
14：10～14：30

“”
９：40～９：50“”
10：10～10：30
10：45～11：15
11：30～12：00
13：10～13：40

10：00～10：20
10：30～11：05
11：15～11：35
11：45～12：00
13：10～13：40
14：00～14：30

10：10～10：30
10：40～10：50
11：00～11：10
11：20～11：35
11：45～11：55
13：00～13：30
13：50～14：20
14：30～14：40

10：10～10：20
10：35～10：45
11：00～11：20
11：35～12：00
13：10～13：50
14：10～14：40

10：00～10：40
11：00～11：20
11：40～12：00
13：10～13：35
14：00～14：25
14：40～15：00

10：10～10：45
11：10～11：50
13：00～13：20
13：40～14：10
14：30～14：50

10：00～10：20
10：40～11：00
11：20～12：00
13：10～13：30
13：50～14：10
14：30～14：50

10：00～10：20
10：40～11：00
11：20～11：50
13：10～13：35
14：00～14：30

９：30～９：40
10：00～10：50
11：10～11：20
11：40～12：00
13：10～13：30
14：00～14：30

９：50～10：20
10：35～11：00
13：10～13：40
14：00～14：20

９：40～10：10
10：30～11：20
11：40～12：00
13：10～14：10

９：40～10：20
10：40～11：00
11：20～12：00
13：10～13：50

９：30～10：20
10：40～11：00
11：20～11：50
13：00～13：30
13：50～14：30

９：40～10：05
10：25～10：40
11：00～12：00
13：10～13：30
14：00～14：30

９：30～10：00
10：20～10：30
10：50～11：10
11：30～11：50
13：00～14：00

９：30～10：10
10：30～10：50
11：10～11：50
13：10～13：40
14：00～15：00

登録・注射は尾道市内の動物病院
でも行っています。
因島動物病院
（　　　　　　　　　☎0845-24-3357）
おおはま獣医科医院
（　　　　　　　　　☎0845-24-3210）
くまさん動物病院
（　　　　　　　　　☎0848-24-0037）
しまなみ動物医療ステーション
（　　　　　　　　　☎0845-26-2228）
村井獣医科医院
（　　　　　　　　　☎0848-22-6626）
むらかみ動物病院
（　　　　　　　　　☎0848-23-5788）
吉岡獣医科医院
（　　　　　　　　　☎0848-25-4068）
吉本獣医科医院
（　　　　　　　　　☎0848-37-1236）

因島中庄町西浦2430-4

因島大浜町380-2

栗原町6059-2

因島中庄町西浦1852-4

吉浦町3-9

栗原町8565-2

栗原町6316-2

久保二丁目24-15
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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。

●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、因島総合支所因島福祉課、各支所
（向島・浦崎・向東）、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

●男性の献血基準が変わります
　４月から、400ml全血献血の年齢基準が、
男性のみ17歳からできるようになりまし
た。（女性は従来どおり18歳から）
　若い人の400ml献血のご協力をお願いし
ます。また、血小板成分献血も69歳までで
きるようになりました（ただし、65歳以上
の人は60～64歳までの間に献血経験があ
る人に限ります。）

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

●離乳食講習会（要申込）
◇４月18日㈪13：20～15：30
　（受付13：00～13：20）
対　象　乳児の家族
持参物　母子健康手帳、筆記用具、エ

プロン、三角巾、マスク
※託児あり

瀬戸田地区
※場所はいずれも瀬戸田福祉保健センター
●１歳６カ月児健康診査（個別通知あり）
◇４月15日㈮
対　象　平成21年９月～10月生まれ
●３歳児健康診査（個別通知あり）
◇４月15日㈮
対　象　平成19年10月～11月生まれ
●４カ月児健康診査（個別通知あり）
◇５月13日㈮
対　象　平成22年12月～平成23年１

月生まれ

●３歳児健康診査（個別通知あり）
◇５月11日㈬受付13：30～14：30

平成19年10月～平成20年１
月生まれ
母子健康手帳、診査票等

●もの忘れ何でも相談室（要申込）
◇５月19日㈭13：30～15：00
内　容　認知症状を有する人を在宅

で介護している家族、もの忘
れ・認知症等について悩みを
抱えている人への個別相談

※申込・問い合わせは、尾道市北部地
域包括支援センターへ

　（☎0848-76-2495）

新病院住所
　尾道市平原一丁目10-23
電話番号　☎0848-22-8111
　（※番号は変わりません。） 
外来患者診療開始日
　平成23年５月６日㈮
※４月22日㈮17：00から５月６日㈮
８：30まで診療制限を行いますの
でご注意ください。

※詳細は下記までお問い合わせく
ださい。 

　ＪＡ尾道総合病院総務課
　（☎0848-22-8111）

※場所の記載がない場合は、いずれも
総合福祉センター

●４カ月児健康診査（個別通知あり）
◇４月27日㈬・28日㈭
対　象　平成22年12月生まれ
●１歳６カ月児健康診査（個別通知あり）
◇４月20日㈬・21日㈭
対　象　平成21年９月生まれ
●３歳児健康診査（個別通知あり）
◇５月11日㈬・12日㈭
対　象　平成19年12月生まれ
●乳幼児健康相談
◇４月26日㈫受付10：00～11：00

尾道市民センターむかいしま
１歳まで

◇５月16日㈪
総合福祉センター

対象と受付時間
　０カ月～７カ月の児　13：20～13：40
　８カ月～12カ月の児　９：20～９：40

保育士によるふれあい遊び、
身体計測、保健師による育児
相談、栄養士による栄養相談
母子健康手帳、バスタオル

●離乳食講習会（要申込）
◇４月25日㈪10：00～11：40（受付９：40～）

乳児の家族
母子健康手帳、筆記用具、エ
プロン、三角布、マスク
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）
◇４月25日㈪、５月10日㈫13：30～16：30
担　当　精神保健カウンセラー

　

因島地区
※場所はいずれも因島保健センター
●４カ月児健康診査（個別通知あり）
◇４月28日㈭
対　象　平成22年12月１日～平成23

年１月23日生まれ
●１歳６カ月児健康診査（個別通知あり）
◇４月21日㈭
対　象　平成21年９月１日～10月28

日生まれ
●乳児健康相談
◇４月27日㈬
対象・受付時間
　概ね０カ月～７カ月の児　９：10～９：30
　概ね８カ月～12カ月の児　10：20～10：40
持参物　母子健康手帳、バスタオル
●心の相談（１週間前までに要申込）
◇４月22日㈮13：30～16：30
担　当　大畠静香さん（小泉病院精神保健福祉士）

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

献血献血
日にち 場　所 受付時間

問い合わせ先　尾道市公衆衛生推進協議会
（☎0848‐24‐1177）

９：00～10：30
10：00～11：30

４／25㈪
５／11㈬

尾道市消防局
加度商

◇第２・４水曜日※検査無料
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

◇４月20日㈬　13：30～15：30
相談医　精神科病院専門医師

精神保健相談

◇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

場所・予約・問い合わせ先
広島県東部保健所保健課
（☎0848-25-2011）

広島県東部保健所での相談（要申込）

対　象

持参物
対　象
持参物

内　容

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
御調保健福祉センター

場　所
対　象

場　所

内　容

持参物

ＪＡ尾道総合病院が
平原へ移転します
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　４月から、妊娠中に行うクラミジア検査とＨＴＬＶ-１
（成人Ｔ細胞白血病をおこすウイルス）検査が公費で受
けられるようになりました。
　クラミジア検査については、３月31日までに母子健康手
帳の交付を受けた人のうち、４月１日時点でまだ検査を受
けておらず、検査を希望する人に「クラミジア検査券」を交
付します。次の窓口で申請手続きを行ってください。
手続きに必要なもの　母子健康手帳、母子健康手帳別冊
申請窓口
健康推進課
　（総合福祉センター内　　　☎0848-24-1960）
　（因島保健センター内　　　☎0845-22-0123）
　（瀬戸田福祉保健センター内　☎0845-27-3849）
御調保健福祉センター　　　（☎0848-76-2235）

　麻しん風しん予防接種は、１歳から２歳までの間に１回
目を、小学校入学前の１年間で２回目を、その時期を過ぎて
いるお子さんは平成24年度までに第３期または第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。
　麻しん風しんのワクチンは、１回接種しただけでは数年
で免疫が低下し、感染する可能性があることがわかってい
ます。この機会に、２回目の接種を受けておきましょう。
※第３期・第４期対象の人には、予防接種券と予診票を４
月初旬に個別通知しています。まだ届いていない人は、
健康推進課へご連絡ください。
接種場所　麻しん風しん予防接種委託医療機関（第１期・
２期は20・21頁をご覧ください。第３期・４期は個別通
知に同封）
持 参 物　予防接種券、母子健康手帳、予診票、健康保険
証（住所が確認できるもの）
　健康推進課（☎0848-24-1962）

　「がん検診無料クーポン券等」を利用して尾道市のが
ん検診（集団健診または医療機関）を受診すると、自己
負担金が無料になります。６月末までに個別送付予定
です。クーポン券が届いてから受診してください。
　詳しくは同封する検診手帳などをご覧ください。
対象　平成23年４月１日時点の年齢
　　　子宮頸がん検診（20歳・25歳・30歳・35歳・40歳）
　　　大腸・乳がん検診（40歳・45歳・50歳・55歳・60歳）
※人間ドックの場合は使えない医療機関があります。
医療機関にご相談ください。
　（尾道市が委託している医療機関で個別に算定でき
る場合のみクーポン券が利用できます。）
　健康推進課（☎0848-24-1962）

湯 浅 内 科（内）
土堂２

久保３

久保３
武 富 内 科 医 院（内）

☎37-6656

松 本 病 院（内）
☎37-2400

栗原東２
平 櫛 内 科 医 院（内）

☎22-9748

板阪内科小児科医院（内・小）
西久保 ☎37-3803

（内・小）久 山 内 科 医 院
久保２ ☎37-3134
田辺クリニック（内・小）
古浜 ☎24-1155

（小・内）宇根クリニック
高須 ☎47-4111

板阪整形外科クリニック（外）
高須 ☎56-0506
笠 井 病 院（外）
久保１ ☎37-2308

米 花 医 院（外）
高須 ☎47-4114

西御所
檀 上 医 院（内）

☎22-3861
お ぐ ら 小 児 科（小・内）
高須 ☎20-2370

くさか整形外科（外）
美ノ郷 ☎48-4870

美ノ郷
た が し ら 医 院（内）

☎48-3588
西 医 院（内・小）
手崎 ☎23-2437

住元整形外科医院（外）
栗原西２ ☎22-3800

高須
原田内科クリニック（内）

☎56-1323
森 田 小 児 科（小・内）
土堂２ ☎25-3896

吉原胃腸科外科（外）
向東 ☎45-0007

向島
大 田 垣 医 院（内）

☎44-0660
宮 地 クリニック（内・小）
栗原 ☎22-8855

にしがき脳神経外科医院（外）
新浜１ ☎20-0802

土堂２
井手内科クリニック（内）

☎22-3738
こどもクリニックさとう（小・内）
久保１ ☎20-7330

得 本 医 院（外）
向島 ☎45-0555

三 宅 医 院（外）
向島 ☎44-1048

※麻しんおよび風しん両方の病気にかかったことがある場合、接種
は必要ありません。麻しんおよび風しんどちらか片方の病気にか
かったことがある場合、または病気にかかったことがはっきりし
ない場合は、「麻しん風しん混合ワクチン」が接種できます。
※２回目の追加接種は、今まで一度も接種したことがない人も受ける
ことができますが、このたびの接種時期（接種対象年齢の期間）を過
ぎると、今後定期の予防接種（無料）として受ける事はできません。

※予診票は、医療機関にも置いてあります。

平成23年度の接種対象年齢（無料で受けられる年齢）

第１期

第２期

第３期

第４期

生後12カ月以上24カ月
未満の子

【１回目の接種期間】
生後12カ月から24カ月の
誕生日の前日まで

【２回目の追加接種期間】
平成23年４月１日㈮～
平成24年３月31日㈯

５歳以上７歳未満で、小学
校入学１年前の４月１日
から、入学する年の３月31
日までの間（年長児）の子
（平成17年４月２日～平成
18年４月１日生まれ）

お手持ちの、
接種券と予診
票、母子健康
手帳を使用し
て接種を受け
てください。

市から個別通
知した予防接
種券と予診票、
母子健康手帳
を使用して接
種を受けてく
ださい。

中学１年生に相当する年齢
の子（平成10年４月２日～
平成11年４月１日生まれ）
高校３年生に相当する年齢
の人（平成５年４月２日～
平成６年４月１日生まれ）

☎23-7070

診
療
時
間
／
午
前
９
時
〜
午
後
５
時（
時
間
厳
守
）

当
番
医
尾
道
市
医
師
会

診
療
時
間
／
午
前
９
時
〜
午
後
１
時（
時
間
厳
守
）

当
番
医
尾
道
市
歯
科
医
師
会

月　日 内科系 小児科系 外　　科 歯　　科

４月17日

24日

29日

５月１日

３日

４日

５日

８日

15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、尾道市消防局（☎0848-55-0119）または当番医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。

鍋 島 歯 科 医 院
土堂１ ☎22-2878

中 司 歯 科 医 院
向東 ☎44-7078

は しづか歯科医院
新浜２ ☎24-3355
は し も と 歯 科
高須 ☎47-0848
宮 野 歯 科 医 院
久保３ ☎37-3530
丸 山 歯 科 医 院
神田 ☎25-3775
宗 永 歯 科 医 院
向東 ☎44-6470
福 岡 歯 科 医 院
新浜１ ☎22-2001
森田歯科クリニック
東御所 ☎24-0660

妊婦健康診査の公費補助内容が
追加になりました
妊婦健康診査の公費補助内容が
追加になりました

麻しん・風しん予防接種麻しん・風しん予防接種
～麻しん風しん混合ワクチンを接種しましょう～　

がん検診無料クーポン券がん検診無料クーポン券
大腸・乳・子宮頸がん検診
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※受診日時等は検診日の10日前までにお知らせします。
時間　９：00～12：00、13：00～16：00（30分ごとに設定）
対象　40歳以上（平成24年３月31日時点）
受診できない人　妊娠中または妊娠の可能性のある
人、ペースメーカーを入れている人、病院で定期的に
ＣＴ検査を受けている人、平成21年・22年度に尾道市
の健診でヘリカルＣＴを受診した人、今年度医療機
関で国保人間ドック・肺がん検診を受ける人（二重受
診となります。）
自己負担金　3,000円（40歳以上69歳までの人）
　　　　　　1,000円（70歳以上）
定員　各日50人（申込多数の場合抽選。抽選に漏れた人
には申込期限後１週間以内に連絡します。）
申込方法　「①受診希望日②名前（ふりがな）③性別④
生年月日⑤年齢⑥住所⑦電話番号」を電話または郵
送で連絡（窓口でも申込可）

◇その他の健診
［がん検診・肝炎ウイルス検査・特定健康診査など］
■集団健診［午前中２時間程度ですべて受診可］

※原則電話での申込は受付できませんが、ヘリカルＣＴ申
込者は一緒に電話での申込を受け付けます。その他の人
は、広報おのみち５月号折込チラシの集団健診専用申込
はがき（切手不要）または来所などで申込ください。

■医療機関健診
　４月１日から、医療機関で受診できます。「尾道市の
がん検診」と言って電話予約してください。
申込・問い合わせ先
　〒722-0017 尾道市門田町22-5
　健康推進課　　　　　（☎0848-24-1962）
　因島保健センター　　（☎0845-22-0123）
　御調保健福祉センター（☎0848-76-2235）

　胸部をらせん状に細かくエックス線撮影をするＣＴ（コンピューター断層撮影）検査
です。非常に小さな病変を見つけることができ、３年に１度受診できます。

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。

対象　尾道市に住民票のある人、
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
※子宮頸がん・乳がん・大腸がん
検診の無料クーポン券をお持
ちの人は無料で受診できます。
クーポン券が届いてから受診
してください。
受診時の注意事項
　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お支払
いいただくことになります。

問い合わせ先
　健康推進課（☎0848-24-1962）

実施日 場　　所 申込期限
５月20日㈮
５月24日㈫
５月27日㈮
６月３日㈮
６月14日㈫
６月17日㈮
６月24日㈮

４月28日㈭

５月13日㈮

御調保健福祉センター
総合福祉センター
公会堂
瀬戸田福祉保健センター
市民センターむかいしま
芸予文化情報センター（因島）
総合福祉センター

実施日 場　　所 申込期限
７月５日㈫～７日㈭
７月８日㈮
７月27日㈬～29日㈮
８月２日㈫～８日㈪

９月１日㈭・２日㈮
９月７日㈬・８日㈭
９月28日㈬～30日㈮

総合福祉センター
公会堂
御調文化会館

市民センターむかいしま
芸予文化情報センター
瀬戸田福祉保健センター
サンボル尾道

５月27日㈮

６月23日㈭

６月29日㈬
７月27日㈬
８月２日㈫
８月24日㈬

（土・日曜を除く）

（要申込）ヘリカルＣＴ肺がん検診ヘリカルＣＴ肺がん検診

69歳までの乳がん・子宮頸がん検診の自己負担金を減額しました69歳までの乳がん・子宮頸がん検診の自己負担金を減額しました

肝炎ウイルス検診

胃がん（Ｘ線）検診（バリウムと発
泡剤を飲み食道や胃の形をみる）

胃がん（内視鏡）検診（胃カメ
ラで食道と胃の内部をみる）

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（超音波をあて、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
　

700

1,100

500
700
600
600

200

無料

300

200
300
200
200

100

無料

200

200
200

100

無料

1,100

1,500

600
700
400
300

500

400
700

無料

300

1,500

200
300
200
200

500

100
300

3,400

4,500

600
700
1,300
1,000

1,500

1,100
2,100

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※
40歳以上　※
50歳以上の男性

40歳以上

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歳以上で今まで肝炎ウ
イ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線と内視
鏡検査の両方は受けられま
せん。

特定健診と
同 時 実 施
1,100円　
単独実施
1,700円

４月はポリオ経口ワクチンの接種月です～４月と10月に実施～
期間　４月中（医療機関によって実施日が違います。20・21頁をご覧ください。）　場所　ポリオ予防接種委託医療機関
対象　生後３カ月～７歳６カ月未満で接種を２回受けていない子　　　　　料金　無料
問い合わせ先　健康推進課（☎0848-24-1962）

項目・内容
集団健診 医療機関健診対象

（平成24年３月31日時点の年齢）69歳まで 70～74歳 75歳以上 70～74歳 75歳以上69歳まで



今の健康的な状態が保て
るよう、これからも毎年
健診を受けてください！

このうち、特定保健
指導※を利用して
生活習慣を見直し
た人は196人です。
翌年度の健診では6
割以上の人が体重
を減らし、3割の人
はメタボ脱出も達
成しました！
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■こんなときには必ず14日以内に届け出をしてください。

■国保をやめるときは必ず届出が必要です
会社などの健康保険に入ったり、その被扶養
者になったときは国保をやめる届出が必要
です。自動的に国保の資格がなくなることは
ありません。ただし、後期高齢者医療制度に
移行する被保険者の届出は不要です。

問い合わせ先
　保険年金課申請給付係（☎0848-25-7142）

　尾道市国保の受診率は17.1％（平成21年度）でした。これ
は全国平均31.8％や県平均17.9％を下回っています。受診
率などの目標達成率は、今後長寿医療制度への支援金の額
に反映されることになっており、状況によっては保険料が
増えるかもしれません。
　昨年度に引き続き、今年度も尾道市国保の特定健診は無
料です。対象者には、受診券とご案内を５月中旬頃送付予
定です。広報おのみち５月号にも健診お知らせのチラシを
折り込みます。
　今年度の目標受診率50％を目指して、皆さんぜひ健診を
受けてください。

問い合わせ先　健康推進課（☎0848-24-1962）
　　　　　　　保険年金課（☎0848-25-7107）

※特定保健指導：メタボリックシンドロームによる生活習
慣病のリスクがある人が受ける指導です。保健師や管
理栄養士のサポートにより、生活習慣を見直します。

　職場の医療保険（健康保険や共済組合など）の加入者および生活保護を受けている人、
後期高齢者医療制度の被保険者などを除いたすべての人は、国保の加入者（被保険者）となります。

　糖尿病や心臓病・脳卒中などのリスクを高める「メタボリックシンドローム」の予防･解消に重点をお
いた「特定健診」。平成21年度の結果がでましたので、報告します。

他の市町村から転入してきたとき

職場の健康保険を喪失したとき

健康保険の被扶養者からはずれたとき
子どもが生まれたとき

転出証明書、印鑑

職場の被扶養者をはずれた証明書（資格喪失証明書）、印鑑
保険証、母子健康手帳

ほかの市町村に転出するとき
職場の健康保険に入ったとき
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき

保険証、印鑑
国保と職場の健康保険の両方の保険証、印鑑
国保と職場の健康保険の両方の保険証、印鑑
保険証、喪主の口座番号、印鑑

住所・名前・世帯主等が変わったとき
就学のため市外に住所を定めるとき
保険証を紛失したとき

保険証、印鑑
保険証、在学証明書（学生証）、印鑑
本人確認書類等、印鑑

職場などの健康保険をやめた証明書（資格喪失証明書）、印鑑
非自発的失業の人は、資格喪失証明書および雇用保険受給資格者証、印鑑
退職者医療制度（65歳未満の厚生年金・共済年金等退職（老齢）年金受給者で加入期間が20年
以上、または40歳以降10年以上）の人は資格喪失証明書・厚生年金証書・共済年金証書等、印鑑

国保をやめるとき必要なもの

その他の手続き

尾道市国保加入者の40～74歳の人のうち
4,692人が受診。その結果は･･･

主治医と相談しながら健
康管理をしていきましょ
う。定期的に検査を受け
ている人も年
に1度は特
定健診を
受 け て
くださ
い。

異常なし
23.5％

メタボまたは
メタボ予備群
15.3％

メタボまたは
メタボ予備群
15.3％

医療機関での
相談が必要
25.1％

医療機関での
相談が必要
25.1％

普段から
医療機関に
かかっている
36.1％

普段から
医療機関に
かかっている
36.1％

国保に加入するとき必要なもの

国民健康保険　医療保険に正しく入っていますか国民健康保険　医療保険に正しく入っていますか

尾道市国保の特定健診の状況尾道市国保の特定健診の状況

尾道市医師確保奨学金貸付募集
　将来、尾道市の公立病院に勤務しようとする人に対し、修学等に必要な資金の貸付を行います。
募集人員　医学生・研修医２人　受付期間　４月25日㈪～５月20日㈮　※詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ先　健康推進課（☎0848-24-1962）

もっと多くの人に
受けていただきたい
今年度の特定健診今年度の特定健診
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