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尾道市予防接種委託医療機関一覧表尾道市予防接種委託医療機関一覧表
接種時には、予防接種ＩＤ番号と母子健康手帳が必要です。

ＢＣＧは生後６カ月の前日までしか接種できません。
麻しん風しんの混合ワクチンは1歳になったらすぐに受けましょう。
※尾道市の予防接種券は、市内に住んでいても住民票のない人や転出届を出した人は使用できません。

★は予約が必要です
市外局番（0848）

ＢＣＧ

　森田小児科

★板阪内科小児科医院

　梶山小児科医院

★かなもと医院

★藤本医院

　宮地クリニック

★尾道総合病院小児科

★田辺クリニック

★西医院

★尾道市民病院小児科

★松本内科胃腸科医院

★宇根クリニック

★高橋医院

　おぐら小児科

★加納内科消化器科

★佐藤内科クリニック

★神原こうじクリニック

　こどもクリニックさとう

★土本ファミリークリニック

○

○

○

○

○

○

第④木

○

○

○

×

○

×

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

第②木

○

○

○

×

○

×

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

第②④木

×

○

○

○

○

×

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

第②④木

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

第①木

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

土

火・水

水

火

月

月

火・木

火・土

火

火

水

同診察時間

同診察時間

同診察時間

同診察時間

14：00～15：00

13：30～14：00

14：30～18：00

同診察時間

16：00～18：00

14：30～18：00

16：00～17：00

○

○

○

○

○

○

第①③木

○

○

○

×

○

×

○

×

○

○

○

○

（土堂二丁目）

（西久保町）

 (西御所町）

（門田町）

（栗原町）

（栗原町）

（古浜町）

（古浜町）

（手崎町）

（新高山）

（向東町）

（高須町）

（高須町）

（高須町）

（高須町）

（浦崎町）

（浦崎町）

（久保一丁目）

（向島町）

☎25-3896

☎37-3803

☎22-4083

☎23-4677

☎23-2424

☎22-8855

☎22-8111

☎24-1155

☎23-2437

☎47-1155

☎45-2277

☎47-4111

☎46-0004

☎20-2370

☎47-3200

☎73-2380

☎73-5617

☎20-7330

☎44-0246

三種混合
（百日咳・ジフテリア・
破傷風）
二種混合
（ジフテリア・
破傷風）
第１期

麻しん
風しん
混合

１期・２期

日本
脳炎
１期

日本
脳炎
２期

第２期
ニ種混合
（ジフテリア・
破傷風）

ポリオ
４月・10月
年２回実施
（急性灰白髄炎）

接種受付日　●休診日
接種受付時間

×

×

×

×

×

×

×

×

月～土　●木・午後休み

月～土　●土・午後休み

月～土　●火木・午後休み

月～土　●木土・午後休み

月火水金　15：30～18：00

月～土　●木土・午後休み

月火水金

月～土　●木・午後休み

水

月～土　●木土・午後休み

月～金　14：30～18：00

月～土　●木土・午後休み

月～土　●第３土・午後休み

月～土　●木土・午後休み

月～土　●木・午後休み

月～土　●火土・午後休み

月火金

９：00～12：00・15：00～18：00

８：30～12：30・16：00～18：00

９：00～12：30・14：30～18：00

９：00～11：30・15：00～18：00

土　９：00～12：00

10：00～11：30・16：00～18：00

15：00～17：30

９：00～12：30・16：00～18：00

13：30～14：00

８：30～12：30・16：00～18：00

土　９：00～13：00

９：00～12：00・16：00～18：00

９：00～12：00・14：00～18：00

９：00～13：00・15：00～18：00

９：00～12：30・16：30～19：00

９：00～12：30・14：30～18：00

16：00～17：00

14：00～15：00

月～土　●木・午後休み
９：00～12：00・16：00～18：00
土の午後のみ14：00～16：00

平成23年度

koho
テキストボックス
火木土・午後休み

koho
テキストボックス
15：00～17：00
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問い合わせ先　健康推進課（☎0848-24-1962）

　益田眼科小児科医院

★巻幡内科循環器科

★眞田クリニック

★鈴木内科医院

★三宅医院

★因島総合病院

★田中医院

★村上医院

★大岡耳鼻咽喉科医院

★岡崎医院

★藤井医院

★森尾内科医院

★藤田医院

★東生口診療所

★中郷クリニック

　因島医師会病院

★児玉医院

★永井医院

（因島土生町）

（因島土生町）

（因島土生町）

（因島土生町）

（因島土生町）

（因島土生町）

（因島三庄町）

（因島田熊町）

（因島田熊町）

（因島重井町）

（因島重井町）

（因島中庄町）

（因島中庄町）

（因島原町）

（因島土生町）

（因島中庄町）

（瀬戸田町）

（瀬戸田町）

○

○

×

×

×

○

×

×

○

○

○

×

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

☎22-0269

☎22-3111

☎22-0867

☎22-9585

☎22-0554

☎22-2552

☎22-0409

☎22-0529

☎22-6678

☎25-0029

☎25-0088

☎24-3470

☎26-2030

☎26-3050

☎22-0130

☎24-1210

☎27-0833

☎27-0020

★は予約が必要です
市外局番（0845）

ＢＣＧ

三種混合
（百日咳・ジフテリア・
破傷風）
二種混合
（ジフテリア・
破傷風）
第１期

麻しん
風しん
混合

１期・２期

日本
脳炎
１期

日本
脳炎
２期

第２期
ニ種混合
（ジフテリア・
破傷風）

ポリオ
４月・10月
年２回実施
（急性灰白髄炎）

接種受付日　●休診日
接種受付時間

９：00～12：30・15：00～18：00

９：00～12：30・15：00～18：00

９：00～12：00・15：00～18：00

 ４月…18㈪・19㈫・20㈬
10月…17㈪・18㈫・19㈬

第１・第３土
診療時間内

水午前中

○

４月12日㈫
13：00～13：30○

10月５日㈬
13：00～13：30○

★高原内科循環器科

★公立みつぎ総合病院

★八木診療所

★本多医院

★戸谷医院

（向島町）

（御調町）

（御調町）

（御調町）

（御調町）

×

○

×

○

○

×

○

○

○

○

×

○

○

○

○

×

○

○

○

○

×○

○

○

○

×

○

○

○

○

×

☎45-2881

☎76-1111

☎76-2255

☎76-0036

☎76-0160

月～土　●土・午後休み

月～土　●木土・午後休み

月～土　●土・木午後休み

９：00～12：00・14：00～16：30

９：00～12：00・15：00～18：00

９：00～12：00・15：00～18：30

９：00～12：30・15：00～18：00

９：00～12：00・15：00～18：00

10：00～11：30・15：00～16：30

９：00～12：00・16：00～17：30

９：00～12：00・16：00～18：00

９：00～12：30・15：00～18：00

８：00～11：30・16：00～18：00

8：30～12：00・16：00～18：00

９：00～12：30・15：00～18：00

９：00～12：30・15：00～18：00

９：00～12：00・15：00～18：00

９：00～12：00・15：00～18：00

９：00～12：00・15：00～18：00

９：00～12：00・15：00～18：00

月～土　●木土・午後休み

月～土　●木土・午後休み

月～土　●土午後休み

月～土　●火土・午後休み

月～土　●土午後休み

月水金

月～土　●木土・午後休み

月～土　●木土・午後休み

月～土　●木午後休み

月～土　●木土・午後休み

月～土　●木土・午後休み

月～土　●土午後休み

月～土　●火木土・午後休み

月～土　●木土・午後休み

月～土　●木土・午後休み

月～土　●木土・午後休み

月～土　●土午後休み

月～土　●第２・第４土休み
８：30～11：00
水のみ14：30～15：30も受付

月～土　●木・午後、第２・第４土休み
８：30～1２：00・17：00～18：30
第１・３土の16：00～18：00

13：30～14：30

koho
テキストボックス
第3・第4水

koho
テキストボックス
13:30～14:30

koho
テキストボックス
金　8：30～11：30

koho
テキストボックス
第3・第4金

koho
テキストボックス
診療時間内
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ゴールデンウィークは次の日程で「燃やせるごみ（可燃）」を収集します

※４月29日および５月３日～５日のごみ持込受付はありません。「旧尾道」とは、向島・御調・因島・瀬戸田を除く地域です。

４月29日㈮
昭和の日

５月３日㈫
憲法記念日

５月４日㈬
みどりの日

５月５日㈭
こどもの日

燃やせるごみが火・金曜日の地域で収集（燃やせるごみが月・水・金曜日の地域は収集しません。）
河内・綾目
ごみ収集カレンダーどおり収集（燃やせるごみが火・金曜日の地域）
名荷・田高根・林・荻・宮原・垂水・御寺
燃やせるごみが火・金曜日の地域で収集
菅野・河内・大和
収集は休みです。

収集は休みです。

燃やせるごみが月・木曜日の地域で収集
上川辺・市・今津野
収集は休みです。

旧尾道・向島地区
御調地区
因島地区
瀬戸田地区
旧尾道・向島地区
御調地区
因島・瀬戸田地区

市内全地域

旧尾道・向島地区
御調地区
因島・瀬戸田地区

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 ４／24㈰　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

４／24㈰　８：30～12：00 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
【４/28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。

ゴールデンウィーク前後のし尿収集
　処理場工事のため、し尿収集が休みの日があります。詳しくは収集業者へお問い合わせください。

　「ごみの分別について知りたい」「ごみの分け方・出し方が分からない」など、地区・グループ単位で
希望がありましたらお問い合わせください。日程調整・会場確保をお願いすることがあります。

ごみ分別の出張説明に伺います

保守点検・清掃を業者に頼んでいます。それでも年１回の検査を受けなければなりませんか。
保守点検や清掃を行っていても、年１回の検査を受けなければなりません。人に例えると、保守点検は
「日常の健康管理」にあたり、年１回の検査は「健康診断」にあたります。保守点検と年１回の検査は作業
目的・作業内容も違います。浄化槽法では、浄化槽の保守点検や清掃とは別に、県知事が指定する検査機
関による年１回の定期検査を受けることが義務付けられています。

問い合わせ先　下水道課（☎0848-25-7232）

浄化槽Ｑ＆Ａ

　尾道市シティクリーニング連絡協議会と地区公衆衛生推進協
議会では次の日程でシティクリーニングを実施します。
　住民の皆さんの積極的な参加をお願いします。
※御調・向島・因島・瀬戸田地区は従来の方法で実施します。
問い合わせ先　尾道市公衆衛生推進協議会（☎0848-24-1177）

シティクリーニングの日程

５／１㈰　９：00～12：00
13：00～16：00

５月８日㈰
５月15日㈰
５月29日㈰
６月５日㈰
６月12日㈰
６月19日㈰
６月26日㈰

土堂、三成、高須、西藤、木ノ庄西、原田
栗原、栗原北
吉和
向東、山波
久保、筒湯、新高山
日比崎、長江、木頃、木ノ庄東、百島
予備日

Q
A
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利用してください　スポーツ活動助成金制度利用してください　スポーツ活動助成金制度

平成23年度

実施日 行き先 距離（約）

月
例
会（
毎
月
第
3
日
曜
）

特
別
例
会

自
主
参
加

５月15日

６月19日
７月17日
８月21日
９月18日
10月16日
11月20日
２月19日
３月18日

７月８日～10日
４月30日
～５月１日
５月４日
11月13日

開会式
高見山登山（瀬戸のうたみち経由）
地蔵鼻～千年松海岸散策（吉海町）
さわやか早朝登山体操（千光寺）
さわやか早朝登山体操（千光寺）
生名橋～弓削大橋渡橋（上島町）
せら夢公園散策（世羅町）
神之瀬峡散策（君田町）
バンブー・ジョイ・ハイランド～竹原町並み保存地区散策
みつぎいきいきロード～圓鍔記念公園・ふれあいの里
熊野古道散策～那智の滝散策（和歌山県）

尾道みなと祭スタンプラリー

因島を歩こう花薫る尾道ウォーク
尾道市民健康まつり

7

8
－
－
6.5
9
11
6
8
10

－

７
－

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/

４月16日㈯
17日㈰
23日㈯
24日㈰

５月３日㈷
８日㈰
14日㈯
15日㈰

平成23年度中国地区選抜バドミントン大会
クラブユース選手権広島県大会U-15～17日、５月１日
広島県高等学校ソフトテニス春季選手権大会兼第64回広島県知事杯大会～17日
平成23年度春季広島県高等学校野球大会～17日
ミニテニス尾道交流大会
尾三地区高等学校総合体育大会バスケットボールの部兼
広島県高等学校総合体育大会バスケットボールの部尾三地区予選会～24日・30日
尾三地区総合体育大会陸上競技大会～24日
尾三地区高等学校総合体育大会ソフトテニスの部～24日
平成23年度中国六大学野球春季リーグ戦～24日
尾道地区少年剣道稽古会／びんご地区シニアリーグ
第13回広島県春季アーチェリー大会兼第48回中四国チャンピオンシップ
尾道地区少年剣道大会／クラブユース選手権大会U-15予選リーグ
トークス杯中学ソフトテニス研修大会／三原ベアーズ親善交流野球大会
第６回びんご地区ジュニアユースリーグU-13、５月４日・８日
広島県総合体育大会サッカーの部尾三地区大会、5月7日
第57回中国高等学校剣道選手権大会広島県予選会
第81回県知事杯テニス選手権大会、３～５日
ダンス大会
誠カップ～５日／第２回広島県小・中学生陸上競技記録会
第５回しまなみ交流会招待試合～５日
平成23年度広島県シニア大会
第６回びんご地区ジュニアユースリーグU-14
尾三ブロック新規有資格者審判講習会
尾道高等学校硬式野球部対抗試合／2011おのみちリーグU-12
第19回尾道オープンバドミントン大会／スポーツダンス交流大会
平成23年度第１回尾三地区陸上記録会兼全国小学生交流大会尾道予選会
びんご地区シニアリーグ／第16回尾道野球連盟旗大会
第14回びんご社会人リーグ、15日
尾道地域企業合同求人説明会
第62回広島県看護学生スポーツ交流会兼第28回東部地区大会
平成23年度尾道市中学校春季総合体育大会バスケットボールの部～15日
平成23年度尾道市中学校春季陸上競技大会
第66回国民体育大会兼第35回都市対抗広島県予選兼第11回日本スポーツマスターズ広島県予選～15日
尾道市中体連春季大会軟式野球の部・サッカーの部～15日
府中サッカー協会主催FAカップサッカー大会

４月16日㈯

17日㈰

23日㈯

24日㈰

29日㈷

30日㈯

５月１日㈰

２日㈪

３日㈷

４日㈷
５日㈷

７日㈯

８日㈰

10日㈫
12日㈭

14日㈯

15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。

対象　自力で歩ける人、どなたでも（市外の人も可） 
定員　800人（定員になり次第締切） 
年会費　高校生以上 1,000円、中学生以下 500円
　　　　（レクリエーション保険、資料代等含む）
申込日時・場所
◇４月25日㈪８：30～16：00　公会堂ロビー
※会員でない人は参加できません。原則、雨天決行。ただ
し、天候などの都合により距離やコースを変更すること
があります。参加中に事故等が発生した場合主催者とし
ては応急処置のみとします。

※前年度皆勤該当者に皆勤賞を贈呈します。
　　尾道市歩け歩け会事務局（☎090-8716-9858）

　県を代表して全国大会等に出場した場合、助成金が交付
されます。
対象　①各スポーツの全国大会の広島県代表出場者
　　　②各スポーツの国際大会の日本代表出場者
　　　③上記の出場者の引率として同行した監督やコーチ
※対象者が尾道市民またはそれに準ずる学生（保護者が尾
道市民など）であること
※原則として事前申請となります。
交付要件に該当する大会例
　文部科学省、日本体育協会主催の国民体育大会、高校体
育連盟主催の選抜大会・総合体育大会、各種競技団体主
催の全国競技大会、その他これに準ずる団体主催の全国
大会、国際的な団体が主催する国際大会

助成金額　一人5,000円（団体の場合は1団体50,000円上限）
※国際大会出場の場合は、金額が倍になります。
申請方法　定められた様式に必要事項を記入のうえ「①大
会の概要がわかるもの（大会要項）②該当者が大会に出
場することが確認できるもの（出場申込書の写し、選手
名簿等）③広島県（または日本）の代表として出場するこ
とが確認できるもの（代表の決定通知書、予選により代
表が決定した場合は予選大会の要項及び大会結果）」を
添付して大会開催の事前に申請
提出先　スポーツ振興課（長者原スポーツセンター２階）
　　　　因島瀬戸田地域教育課（因島総合支所３階）
※別途尾道市体育協会からも助成されます。
　スポーツ振興課（☎0848-40-0310）

平成23年度高体連尾三地区総合体育大会バドミントン競技大会
第24回広島県ソフトバレーボール大会予選尾三地区大会
ふれあい親子教室
尾道市議会議員・市長選挙開票所
誠カップ～５日
2011年度尾三地区リーグ戦
尾道市中学校春季総合体育大会卓球の部
第37回尾道ライフソフトバレーボール大会

尾道市歩け歩け会会員募集尾道市歩け歩け会会員募集
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　生産量日本一を誇る地
元の特産であるわけぎを
知ってもらおうと、３月２
日から各小学校等の給食
でわけぎギョウザが登場
しました。「初めて食べた
けど美味しい」など児童の
皆さんに好評でした。（写
真は吉和小学校）

　３月27日、百島町で唯一
の診療所である百島診療
所の開所式が行われまし
た。船で病院へ通っていた
地域の人は「安心して暮ら
せます。」と開所を喜んで
いました。

わけぎギョウザ
美味しいね

百島診療所が
開所しました

　３月30日、芸予文化情
報センターで「第14回虎
ちゃん囲碁まつり」が行わ
れ、市内の囲碁教室などで
学んでいる小学生から高
校生まで50人が参加して
対局しました。

めざせ本因坊！

　因島大浜町の因島アメニティ公園が、遊具の移設や
交流棟の床修理などを行い整備されました。３月16日
には、大浜保育所の園児と因島大浜町区長会メンバー
の皆さんがパンジー500鉢を植えました。

公園をきれいにしよう

　３月23日、向島町の海
岸で高見小学校の児童
の皆さん約70人がヒラ
メを放流しました。

大きく育って
帰ってきてね

　３月20日、向東町で戦国時代に活躍した村上水軍の伝
令船「小早」の進水式が行われ、漕ぎ手が小早に乗り込ん
で海上を旋回し安全を祈願しました。

和船「小早」ができました

　市立美術館で開
催中の「ゆめのかた
ち香月泰男展」の期
間中（５月15日ま
で）、館内にデザイ
ナーズチェアが設
置されています。実
際に座ることもで
きますので、展覧会
と併せてお楽しみ
ください。

美術館に
デザイナーズ
チェア

　３月27日、総合福祉センターで「第４回尾道市民囲
碁大会」があり、182人が参加し、クラス別競技大会や
初心者囲碁教室、名人戦などが行われました。
　名人戦では、向島町の細谷益巳さんが優勝して第４
期囲碁名人となりました。

市民囲碁大会で熱戦
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Inf
ormation

お知らせ

新市建設計画の見直しを
実施しました

　平成21年度に引き続き、平成22年
度に実施した新市建設計画の見直し
内容を市ホームページへ掲載してい
ます。
※市役所本庁、因島総合支所、御調・
向島・瀬戸田支所で閲覧すること
もできます。

　政策企画課（☎0848-25-7316）

せとうちサイクルーズPASS
４月から本格実施

　昨年９月から実証実験として実
施していた「しまなみサイクルーズ
ＰＡＳＳ」について、４月１日から
は割引航路の範囲を拡大して、名称
も「せとうちサイクルーズＰＡＳ
Ｓ」にリニューアルし、広島県「瀬戸
内　海の道構想」関連事業として本
格実施を始めました。
■サイクルーズＰＡＳＳとは
　瀬戸内海には、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で乗船した
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
ページをご覧ください。
　広島県旅客船協会（☎082-253-6907）
　尾道地区旅客船協会（☎0848-25-3458）

学校施設等使用料の減免基準
を緩和します

　これまで施設使用料の減免（全額減
免）が適用されていなかった尾道市体
育協会各地区体育協会、社会福祉団体、
自治区等が、広く地域住民を対象とし
て主催するスポーツ交流活動、生涯学
習活動および社会福祉事業等にあたる
場合は、減免の適用となります。
対象
①尾道市体育協会が主催する全市
的なスポーツ大会
②上記対象団体が主催し、広く地域
住民を対象とした生涯スポーツ活
動、生涯学習活動、社会福祉事業等

③当該事業参加のための１カ月前
（開催日の前月同一日）からの練習
※定期的な活動および事業につい
ては対象外です。

【旧尾道・御調・向島】
●屋内運動場、旧学校施設の屋内運
動場・運動場は
　教育委員会庶務課管理係
　（☎0848-20-7400）
●学校運動場夜間照明施設は
　スポーツ振興課（☎0848-40-0310）
【因島・瀬戸田】
　因島瀬戸田地域教育課
　（☎0845-26-6206）

市有地を売却します

場所　①桜町820番11　地目　宅地
面積　142.94㎡　売却価格　6,498,000円
受付期間　４月11日㈪～25日㈪
　17：15まで（土・日・祝日を除く）
受付場所　市役所４階契約管財課
（郵送・ＦＡＸによる申込不可）
売却方法　一般公募により購入希
望者を募り、応募が複数の場合に
は抽選で購入者を決定（必ず事前
に現地を確認してください。）
抽選日時　４月27日㈬10：00～
抽選場所　市役所３階第１会議室
※詳しくは、４月11日㈪の告示または
市ホームページをご覧ください。
　契約管財課（☎0848-25-7284）

高年齢者の事故防止

　尾道海上保安部では、平成22年中
に発生した人身事故について60歳
以上の高年齢者が関わる事故の割
合が多い事から、高年齢者の人に海
での事故防止のため３つのお願い
を呼びかけています。
安全・安心の三本の矢
一つ　危険に近づかない
一つ　一人にならない（携帯電話を持つ）
一つ　救命胴衣の着用など浮くも

のを準備する
　尾道海上保安部（☎0848-24-0118）

「尾道文化」第29号発刊

　尾道市文化協会の文芸誌「尾道文
化」第29号が発刊されました。評論・
随想・文芸・美術作品など、尾道市文
化協会会員を中心に、また「尾道も
のがたり賞」入賞３作品もあわせて
掲載しています。
規格　Ａ５判、176頁　定価　1,000円
　尾道市文化協会事務局
　（文化振興課内　☎0848-25-7366）

尾道市公立病院改革プランの
点検・評価結果

　総務省が平成19年12月に示した
「公立病院改革ガイドライン」では、
病院事業を設置する地方公共団体
は「公立病院改革プラン」を策定し、
毎年度その実施状況を点検・評価・
公表することとしています。尾道市
では、平成21年３月に策定した「尾
道市公立病院改革プラン」の平成21
年度分計画に対する取り組みの状
況について、尾道市公立病院改革プ
ラン評価委員会において点検・評価
を行いました。点検・評価の結果に
ついては、市役所１階ロビーの情報
コーナー、尾道市立市民病院ホーム
ページ、公立みつぎ総合病院ホーム
ページでご覧いただけます。
　尾道市立市民病院庶務課
　（☎0848-47-1155）
　公立みつぎ総合病院経営企画課
　（☎0848-76-1111）

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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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
応募期間　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）

尾道市市民農園利用者募集

　募集する農園および区画数は次
のとおりです。
募集区画
　ふれあい市民農園にしふじ
　（西藤町1309-２）
　３区画（１区画20㎡）
　向島ふれあい農園 田ノ頭 
　（向島町4916）
　１区画（１区画30㎡）
対象　市内在住で農地を持ってい
ない人
利用料　年間1,500円
申込方法　４月22日㈮までに、農林
水産課および各支所で配付して
いる申込用紙に必要事項を記入
のうえ提出
※１世帯につき１申込に限ります。
※申込多数の場合抽選。抽選の場合
は後日詳細をお知らせします。
　　農林水産課（教育会館３階
　☎0848-20-7506）

海上イベント運営
ボランティアスタッフ募集

　「海フェスタおのみち」等の海上
イベントのお手伝いをしていただ
くボランティアを募集します。
ボランティア内容　海域の監視、参
加者のアテンドや安全確保業務等

※個人の体力技術レベルに応じて業
務内容は変わります。救急法等安全
講習の受講要。講習料無料（器材費
等を除く）

安全講習　個人の体力、技術に合わ
せて実施
※希望者は免許取得も可（割引有）５
月第１週から７月の基本的に土・日
曜に開催予定。実習については人数
制限があるので、集中する場合は調
整が必要。できるだけ携帯・パソコ
ンのメールで連絡が可能な人
　㈶尾道海技学院（☎0848-37-8118）
　nakata@marine-techno.or.jp

第１回ええみせじゃん尾道

　小売店・飲食店・サービス業の店
舗で、店舗演出・接客・商品構成・
サービス等が優秀と認められ、地域
に根づき親しまれ、地域振興に寄与
している店舗を表彰します。
　店舗からの自薦や市民の皆さん
からの推薦をお待ちしています。
応募期限　５月31日㈫
対象店舗　尾道商工会議所管内の
小売店・飲食店・サービス業の店
舗（大型店やチェーン店は除く）
※推薦者には表彰店舗で使える商
品券3,000円分を抽選で20人にプ
レゼントします。
※表彰を受けたお店は「尾道のいい
店」としてＰＲします。
※応募方法など、詳しくは尾道商工
会議所ホームページをご覧くだ
さい。
　尾道商工会議所（☎0848-22-2165）
　http://www.onomichi-cci.or.jp

運動普及（介護予防）推進リーダー
養成セミナー参加者募集

　運動や栄養・介護予防について、
講義やストレッチ等の実技講習の
ほか、地域のサロン事業や介護予防
事業等に実習として参加していく
予定です。終了後は地域で活動して
いくことを目指します。
期間　５月から年間10回の予定
※日程については個別通知します。
対象　概ね20歳～70歳の市民
定員　30人（申込多数の場合抽選）
参加費　昼食代・資料代等は自己負担
申込期限　４月28日㈭
　　御調保健福祉センター
　地域ケア係（☎0848-76-2235）

尾道菊花同好会新規会員募集 

　個人で菊づくりをしている人や
新しく菊花栽培を考えている皆さ
んへ、全国レベルの同好会会員が丁
寧に指導します。千光寺公園で秋に
開催される「尾道菊花展」に出品す
るのが同好会の目的です。
年会費　3,000円（入会金1,000円）
※年２回研修会（春・秋）もあります。
（研修会費無料）
　尾道菊花同好会事務局（尾道観光
協会内　☎0848-37-9736）

親子記者事業参加者募集 

　尾道市が加入している日本非核
宣言自治体協議会では、８月８日㈪
～11日㈭に長崎市内において長崎
原爆犠牲者慰霊平和祈念式典等の
被爆地のようすや被爆者への取材
を行う小学生とその保護者の親子
記者を募集しています。
　詳しくはホームページをご覧く
ださい。
　　日本非核宣言自治体協議会事務局
　（長崎市平和推進課内　☎095-844-9923）
　http：//www.nucfreejapan.com

尾道大学市民公開講座
－学問への招待－

　尾道大学では、生涯学習の一環と
して、学内で行われている教育・研
究の一端を広く皆さんに公開する
講座を開催します。
■芸術文化学部教養講座
期間　５月18日・25日・６月１日・８日・
15日（５回・水曜・申込不要）
場所　しまなみ交流館大会議室
担当　図書委員会
■美術学科講座
期間　８月１日㈪～３日㈬
場所　尾道大学
受講料　3,000円
担当　美術学科（デザインコース）
■尾道学講座
期間　９月28日・10月５日・12日・19日・
26日・11月２日（６回・水曜・申込不要）

募　　集

催　　し
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場所　しまなみ交流館大会議室
担当　地域総合センター
■コンピュータ講座
期間　平成24年２～３月のうち２日間
場所　尾道大学
担当　情報処理研究センター
※詳しくは開催前に広報します。都合
により、変更になる場合があります。
※「芸術文化学部教養講座」の内容は、広
報おのみち５月号に掲載予定です。
　尾道大学（☎0848-22-8311）

第２回尾道文学談話会

　第１回に引き続き、「志賀直哉の
宿̶藤屋旅館か鶴水館か̶」と題し
てお話しします。志賀直哉が大正元
年秋にはじめて尾道を訪れ、宿泊し
ていた宿はどこなのか。「暗夜行路」
とその草稿、日記、書簡、当時の時刻
表など、いろいろな資料を手がかり
に探索していきます。はじめにこれ
までのあらすじをお話しします。
日時　４月28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　４月25日㈪
　　尾道白樺美術館［尾道大学］
　（☎0848-20-7831／火・水曜休館）

中村憲吉特別展

　アララギ派の歌人である中村憲
吉は、1933年に療養のため尾道に移
り住み、仮寓において1934年５月５
日に45歳でその生涯を閉じました。
命日を中心に特別展を開催します。
期間　４月22日㈮～５月23日㈪
時間　９：00～18：00（入館は17：30まで）
場所　おのみち文学の館「文学記念
室」「中村憲吉旧居」
内容　憲吉直筆の短歌軸や歌画帖、
愛用品等の展示
入館料　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）

「ひろしま住まいづくりコンクー
ル2010」入賞作品パネル展
～県知事賞に「尾道の家」が受賞～

期間　４月13日㈬～20日㈬
時間　９：00～17：00（火曜休館）
場所　しまなみ交流館市民ギャラリー
内容　県内の新築・リフォーム住宅
を対象に行われた「ひろしま住ま
いづくりコンクール2010」の作品
のうち、省エネやバリアフリー・
耐震・木材利用など創意工夫した
入賞作品15点をパネル展示
　建築課（☎0848-25-7247）

因島アメニティ公園まつり

期間　５月３日㈷・４日㈷
時間　10：00～15：00
場所　因島アメニティ公園しまな
みビーチ
内容　青空市、魚のつかみどり（有
料）、ポニー乗馬（有料）、体験小
早、因島村上水軍陣太鼓など
■運営ボランティア募集
　一緒にまつりを盛り上げてもらえる
ボランティアスタッフを募集します。
期間　５月３日㈷・４日㈷
※１日だけの参加も可
内容　イベントの進行補助・ごみの
分別回収など
申込方法　４月22日㈮までに、参加
者の「名前、住所、年齢、電話番号」
を電話またはＦＡＸで申込
※高校生以下の場合は保護者の同
意が必要。グループ、職場、個人い
ずれの申込も大歓迎です。
　　因島アメニティ公園まつり実
行委員会事務局（因島観光協会　
☎0845-26-6111　0845-26-6112）

第23回子ども太鼓交流会
～京都・伯方・瀬戸田・因島～

日時　５月11日 ㈬ 16：00～18：00
場所　因島市民会館大ホール
内容　京都の小学生と伯方・瀬戸
田・因島の子ども太鼓団体による

太鼓演奏および交流会
　因島瀬戸田地域教育課
　（☎0845-26-6204）

瀬戸田サンセットビーチ
海洋スポーツ教室
～初めてでも、簡単に乗れます～

日時　５月１日㈰～10月30日㈰の土・
日・祝日　10：00～15：00（荒天中止）
場所　瀬戸田サンセットビーチ
対象　小学１年生以上
内容　カヌー、ボート等試乗体験
料金　一人１時間500円（保険料込）
●指導補助アルバイトを募集します。
　瀬戸田支所しまおこし課
　（☎0845-27-2210）

平成23年度向島公民館
新規定例主催講座

■ココロ三世代交流囲碁教室
日時　５月14日からの第２・４土曜
　　　９：30～12：00
場所　向島公民館（尾道市民セン

ターむかいしま２階）
対象　小学生以上
定員　10人以上
受講料　年1,000円
申込方法　４月25日㈪までに、往復
はがきの往信欄に「①開催場所（公
民館名）②講座名③住所④名前・ふ
りがな⑤年代（子どもは生年月日）
⑥性別⑦電話番号」、返信欄に「住
所、名前」を記入のうえ申込

※５月以降も随時受付します。
　　〒722-8510　尾道市向島町5531-1
　向島公民館（☎0848-44-0683）

みつぎ映画まつり

　今年度から毎月１回、御調文化会
館大ホールで映画を上映します。週
末の午後のひと時を、大画面の映画
でお楽しみください。
■５月の上映作品
　５月14日㈯　「オカンの嫁入り」
　（出演：大竹しのぶ/宮﨑あおい）
上映時間　①13：00～②15：30～（２回）
料金　500円
　文化施設課（☎0848-25-4073）
　御調支所住民課（☎0848-76-2111）

☎ 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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中央図書館の催し

■まちかど紙芝居
　（尾道の民話に親しもう!!）
日時　５月１日㈰①11：00～②11：40～
場所　尾道商業会議所記念館広場
　　　（雨天中止）
演目　西国寺の仁王さん、千光寺の
玉の岩
■としょかん・こども・フェスティバル
日時　５月15日㈰14：00～15：00
内容　ブラックファンタジー（いい
ことあるさ）、エプロンシアター
（ジャックと豆の木）、手品ほか
協力　人形劇サークル「パフ」
■大人のための朗読会
日時　５月７日㈯14：00～15：00
対象　中学生以上
内容　「わが母を語る」「父と母の昔
話」「日本一短い母への手紙」
語り手　しまなみ朗読会「わすれな草」
　中央図書館（☎0848-37-4946）

向島図書館の催し

■大人のための朗読会
日時　５月７日㈯10：30～11：30
場所　尾道市民センターむかいしま
大研修室

※対象・内容は中央図書館と同様
■虫のおはなしアレコレ…PartⅢ
①楽しいお話会
日時　４月30日㈯10：10～11：00
②標本づくり教室
日時　５月７日㈯15：00～17：30
場所　向島子ども図書館ほか
内容　虫のお話し、標本作り体験、　
　標本展示
対象　どなたでも
　（②は小学3年生以下保護者同伴）
指導　江頭　正さん
　　　（向島つるかめクラブ）　
定員　先着約30人
※②の標本作りには各自虫を採って
くること

　向島子ども図書館（☎0848-44-0114）

因島図書館の催し

■手作り布絵本展
期間　４月16日㈯～５月15日㈰
作品　「つくしんぼのゆめ」「こん

ちゅうえあわせ」ほか（製作：松永
布絵本手づくりボランティア委
員会）、「かくれんぼ」「この子だー
れ」ほか（製作：国際ソロプチミス
トしまなみ）
■着物シアター
日時　４月24日㈰14：00～15：00
演題　着物シアター「かぐや姫」、布
絵本「ポストくんとかげ」「よぞら」
対象　幼児～大人
上演　松永布絵本手づくりボラン
ティア委員会 
　因島図書館（☎0845-22-8660）

瀬戸田図書館の催し

■影絵のワークショップから
　浜崎ゆう子さんのワークショップ
で作った影絵は、まるで紙で作った
ステンドグラスです。
期間　開催中、４月16日㈯まで
■似顔絵に描かれた‐私‐
　今年も帰郷して「クイック似顔絵」
の技を披露した宮地真一さんが描い
地域の人の似顔絵です。
期間　４月20日㈬～５月７日㈯
時間　10：00～18：00（月・火・祝日休館）
　瀬戸田図書館（☎0845-27-1877）

尾道勤労青少年ホームの講座

■働く人のビューティー＆メイク講座
　～身だしなみとメイクアップで
うるおい美人に！～
　好感のもたれるメイキャップに
チャレンジしてみませんか。もっと
ステキなわたしへ！
期間　５月18日㈬・25日㈬、６月14
日㈫・21日㈫
時間　19：00～20：00（全４回）
内容　身だしなみ、マナー、メイ
キャップ、ヘアーメイクなど
講師　資生堂トータルビュー
ティークリエーター
対象　市内在住または勤務先のある
15歳～35歳未満の女性（学生は除く）

定員　20人
申込期限　５月６日㈮
※新規会員は、登録料1,100円と材料
代2,000円が必要
　　尾道勤労青少年ホーム
　（☎0848-22-5396／13：00～21：00）

因島勤労青少年ホームの教室

①フラワーアレンジメント教室
期間　４月18日㈪～６月６日㈪
時間　19：30～21：30（全７回）
講師　宮脇香代さん
材料費　1,050円～2,000円
②春のきもの着付け教室
期間　４月21日㈭～５月26日㈭
時間　19：30～21：30（全５回）
講師　平岡圭子さん
テキスト代　１回200円
【①②共通事項】
定員　10人～15人
対象　市内在住または勤務先のあ
る35歳未満の青少年
申込に必要なもの　本人であること
を証明するもの（免許証・保険証等）

※利用者連絡協議会未登録者は別
途500円必要
　　因島勤労青少年ホーム
　（☎0845-24-1228／水曜休館）

因島フラワーセンターの催し

①GWイベント
期間　５月１日㈰～５日㈷
入園料　500円（年間パスポート
1,000円）中学生以下・65歳以上・身
体障害者等の認定を受けている
人は無料
内容　【期間中毎日】先着100人花苗
プレゼント、ウォークラリー、
じょちゅうぎくん風船プレゼン
ト、除虫菊展
　【１日・２日】ポニー乗馬（100円）
　【３日】ステンドグラス体験（1,500
～2,000円）
　【４日】花びらたたき染め体験（300円）
　寄せ植え体験（500円～）
　【５日】ポニー乗馬、花摘み体験、
紙飛行機大会、お散歩アニマルプ
レゼント（子ども100人）、似顔絵
（大人1,000円、子ども500円）
②ステンドグラス体験教室
日時　５月３日㈷①10：00～②13：30～
（所要時間約２時間）
対象　小学生以上（親子連れも可）
講師　吉永百合江さん（ステンドグ
ラス工房Glass Art Yurie・福山市）
参加費　1,500円～2,000円（入園料別途）
定員　各20人（事前申込も可）　
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③除虫菊の染色ワークショップ
日時　５月15日㈰13：00～15：00頃
講師　立花テキスタイル研究所研究員
参加費　1,500円（入園料別途）
定員　30人（事前申込も可）
④フォトコンテスト作品公募
募集作品　期間中に因島フラワー
センター園内で撮影された作品
で未発表のもの
応募資格　アマチュアに限る
⑤除虫菊の写真・絵・デザイン作品公募
募集作品　除虫菊の花や風景を撮
影した写真やポストカード、除虫
菊をモチーフにしたイラストや
絵画ほか
応募資格　プロ・アマは問わず
【④⑤共通事項】
※応募規定など、詳しくはホーム
ページをご覧ください。
応募方法　６月20日㈪までに「①作
品名②名前③住所④電話番号⑤コ
メント」を記入のうえ作品裏面に
貼り付けて持参または郵送で応募
（「フォトコンテスト係」または「除
虫菊展係」を明記してください。）

　　〒722-2102　尾道市因島重井町
1182-1　因島フラワーセンター
（☎0845-25-1187）

尾道ふれあいの里の催し 

■第９回カップリングパーティー 
日時　4月30日㈯18：00～
対象　男女とも20歳以上の独身の人
会費　男性4,000円、女性2,000円
　（オードブル・ソフトドリンク付き）
■春のふれあいツアー
　（４月後半の平日に限り） 
　山菜取りツアー（4,000円）
　チューリップツアー（3,500円）
※観光後ふれあいの里にて入浴・食事付
※出発日はホームページをご覧い
ただくかお問い合わせください。
　　尾道ふれあいの里
　（☎0848-77-0177）

尾道市吹奏楽団第19回演奏会 

日時　５月15日㈰13：30～（13：00開場）
場所　しまなみ交流舘
曲目　ホルスト「第２組曲」「ドリフター
ズメドレー」「演歌メドレー」ほか

入場料　一般500円、学生400円、小
学生は保護者同伴につき無料
チケット　㈱マスハラ楽器、各団員
　尾道市吹奏楽団事務局
　（矢田　☎090-1012-8341）

スカウトわいわい広場

日時　４月30日㈯10：30～14：30
場所　中央商店街UCCカフェ前空き店舗
内容　クラフト体験、スカウト活動
パネル展示
　道輝スカウト団事務局
　（☎0848-46-0950）

無料法律相談

日時　５月９日㈪10：00～15：00
場所　しまなみ交流館２階大会議室
（予約不要）
相談内容　金銭、土地建物、登記、交
通事故、夫婦、親子、相続等の法律
問題全般
　広島地方裁判所尾道支部庶務課
（☎0848-22-5285）

広島県盲ろう者向け
通訳・介助員養成講座

日時　５月28日～７月９日の土曜
　　（全７日間）
時間　10：00～15：00
　　　（最終日は16：00まで）
場所　総合福祉センター
内容　触手話・指点字などの技術と
盲ろう者の介助方法の習得
対象　盲ろう者福祉に熱意のある人
受講料　500円（テキスト代）
申込期限　５月23日㈪必着
　　広島盲ろう者友の会
　（☎・　082-264-9919）

前期危険物取扱者試験および
準備講習会

試験日［願書受付期間］
①６月26日㈰［電子申請：４月19日
～５月３日、書面申請：４月22日
～５月６日］
場所　広島市、三次市
②７月17日㈰［電子申請：５月10日～
24日、書面申請：５月13日～27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
※後期試験日は、11月27日㈰、12月
18日㈰です。申込方法等、詳しく
は受験案内をご覧ください。
　㈶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）
講習日　５月17日㈫９：30～16：30
　　　　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
んので公共交通機関をご利用く
ださい。）
申込方法   講習受付当日９：00～
受講料　尾道防火協会加入会員・高
校・大学生8,200円、その他11,200円
（テキスト代含む）
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）

広島県国際交流協会４月例会

日時　４月24日㈰13：00～16：00
内容　歌「ちょっと待って下さい」、
ディスカッション「民主化の流れを
加速したインターネットパワー」
講演　「ドイツの平和的再統合につい
て（講師：ヨハネス・ブレイトさん）」

　松浦宅ラウンジ（☎0848-37-3518）
http：//www.geocities.jp/matsuuras2000/

尾道市テニス教室春季受講生募集

日時　５月12日㈭からの月・木曜
　　　19：00～（計８回、雨天順延）
場所　長者原テニスコート
対象　初心者・初級者50人
受講料　5,000円（８回分）
申込方法　長者原スポーツセン
ターにある申込用紙に記入
　尾道市テニス協会事務局
　（☎080-3894-4408）

☎ 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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