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旧尾道高校に三つの事業所が
同時オープンしました！

場所 旧尾道高校第一校舎
（栗原町1268－1）

①社会福祉法人あづみの森
児童デイサービス第 3あづみ園
【児童デイサービス】
子どもの成長や発達に関する相談
や療育を受けられる場所です。

10848－38－7472 50848－38－7473
②社会福祉法人萌え木の里
ぱすぽーと
【就労移行支援＆就労継続支援Ｂ型】
障がいやニートなどの境遇にある人
への就労支援が受けられる場所です。
1・50848－22－8360
③社会福祉法人広島県同胞援護財団
まごころ
【児童家庭支援センター】※広島県内初
子育てに関する悩みや不安を相談
できる場所です。

10848－24－0556 50848－24－0559

市民税非課税世帯への地デジ
簡易チューナー配布受付中

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ています。
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か、収
納課・市民課・各支所の窓口で入手
できます。
申込期限 7 月24日（日）
総務省地デジチューナー支援実施
センター（10570－023724）
http://www.chidejishien.jp/

地震の被害を受けて
避難されている皆さん
国税についてご相談ください

納税地を所管する税務署の管轄外
に避難されている皆さんの国税に関
するご相談等は、最寄りの税務署で
もお受けすることができます。また、
青森県・岩手県・宮城県・福島県・
茨城県の納税者の皆さんについて

は、国税に関する申告・納付等の期
限の延長を行いました。
その他、還付金の支払いや納税証
明書の交付などについて、詳しくは
お問い合わせください。
尾道税務署（10848－22－2131）

低利融資で勤労者の暮らしを応援します
中国労働金庫の
自治体提携ローン

市と中国労働金庫では、共同で低
利の融資制度を設けています。ぜひ
ご利用ください。このローンは、尾
道支店のほか府中支店および因島相
談センターでも取扱ができます。
融資対象 市内在住または勤務する
勤労者
融資限度額 ①住宅費、下水道整備
費、教育費、医療費、介護器具購
入費とこれらの使途の借換につい
ては500万円②生活支援資金につ
いては200万円
返済期間 最長10年（毎月返済また
は毎月・一時金併用返済）
融資利率 ①は年1.85％

②は年1.62％
※①②ともに別途保証料は年利
0.7％～1.2％
中国労働金庫尾道支店

（10848－46－8110）
府中支店（10847－45－7511）
因島相談センター（10845－22－2517）

公立みつぎ総合病院
緩和ケア病棟（ホスピス）
ボランティア募集

特に、テラスの手入れや病棟内の
飾り付けをしていただける人を募集
中です。
花や植木の世話が好きな人、飾り
付けが得意な皆さん、ぜひご協力く
ださい。
■活動前に養成講座と面接を予定し
ています。（養成講座のみの受講
は不可）
養成講座内容
① 6月 1日（水）
ボランティアの役割（ボランティ

アコーディネーター・ボランティア）
② 6月 8日（水）
緩和ケアとは（緩和ケア病棟医長）
③ 6月15日（水）
ケアの実際（緩和ケア病棟看護師長）
時間 18：00～19：00
場所 御調保健福祉センター 2階
申込期限 5 月27日（金）

公立みつぎ総合病院緩和ケア病棟
（10848－76－1328／13：00～17：00）

第63回広島県美術展作品募集

■尾道会場受付
日時 6 月23日（木）10：00～18：00
場所 公会堂ロビー
種目 絵画系、彫塑系、工芸系、書
系、写真系、デザイン系
応募点数 1 種目につき一人 1点
受付費用 6,000円（出品料3,000円、
搬送費用3,000円）
■広島会場受付
日時 6 月25日（土）～26日（日）

9：00～16：00
場所 広島県立美術館
文化振興課（10848－25－7366）

平成23年度離島人材育成基金
助成事業募集（第二次募集）

財団法人日本離島センターでは、
離島住民の自発的な島づくり活動を
バックアップするための助成事業を
実施しています。
対象は、百島・細島に在住してい
る人か百島・細島で活動しているグ
ループ・団体等です。
詳しい募集要項、申請書等は、政
策企画課・因島総合支所市民生活
課・百島支所で配布していますの
で、ご覧ください。
申込期限 5 月20日（金）
政策企画課政策企画係
（10848－25－7316）

HP
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市民まちづくり活動発表会
～市民提案事業成果報告会～

市民提案事業により、協働のまち
づくり活動を実施してきた団体がそ
の内容と成果を発表します。団体相
互の交流はもちろん、一般参加者と
の交流を深め、新たなまちづくり活
動につなげていく発表会です。
まちづくり活動に興味のある人、

市民活動に参加したい人等、どなた
でもご参加いただけます。みんなで、
まちづくり活動の輪をつないでいき
ましょう。
日時 5 月28日（土）14：00～15：30
場所 公会堂別館40号室
報告団体と活動事業
①おのみち地域SNS研究会
「おのみち地域SNS整備事業」
②尾道学研究会
「尾道学史資料の整理・発信事業」
③脱温暖化・門田地域協議会
「脱温暖化・目指す地域のまちづくり!」
④NPO法人尾道空き家再生プロジェクト
「斜面市街地における空き地活用
プロジェクト」
政策企画課協働推進係
（10848－25－7435）

尾道建築塾たてもの探訪編
高校生限定募集

毎年開催しているまち歩きを、高
校生向けに無料で開催します。尾道
独特の建築や町並み、再生事例等を
専門家が紹介しながら歩きます。
①土堂・三軒家コース
日時 5 月15日（日）13：00～
場所 長江口ロープウェイ乗り場前
集合
講師 渡邉義孝（尾道大学非常勤講師）
②商店街コース
日時 5 月22日（日）13：00～
場所 尾道駅南口前集合
講師 片岡八重子（一級建築士）
③久保・長江コース
日時 5 月29日（日）13：00～
場所 長江口大型バス駐車場集合
講師 真野洋介（東京工業大学准教授）
定員 各回先着20人

※参加者には空きプレスの冊子をプ
レゼント。 3回連続受講者にも特
典付き！
NPO法人尾道空き家再生プロジ
ェクト（1080－6323－9921）
kenchiku@onomichisaisei.com 
http://www.onomichisaisei.com/

第9回おのみち100㎞徒歩の旅
参加小学生募集

尾道市内のコース100㎞を 4 泊 5
日かけて歩きます。
期間 8 月 6 日（土）～10日（水）
対象 小学 4年生～ 6年生
定員 100人（申込多数の場合抽選）
参加費 23,000円
申込期間 5 月16日（月）～25日（水）
NPOおのみち寺子屋
（1050－7568－9555）
http://www.ono-tera.com/

写真のまち尾道撮影ツアー

御調町で行われる田植え行事「た
んぼでがんぼー」の撮影を中心に、
写真のまち尾道四季展実行委員会委
員が撮影ポイントをご案内します。
日時 6 月12日（日）受付 8：00～
集合場所 尾道駅前バスのりば

（⑨番のりば）
行程 8：20尾道駅前バスのりば出
発～ 9：00御調町着～撮影～昼食
（バーべキュー）～13：00撮影会場
発～圓鍔勝三彫刻美術館見学～
15：00尾道駅着予定
※天候等により変更となる場合があ
ります。ご了承ください。
定員 申込先着40人
参加費 3,000円（バス・昼食代を含む）
申込方法 5 月31日（火）までに「住
所、名前、電話番号」を記入のう
え、はがきかFAXで申込
〒722－8501 尾道市久保一丁目

15－1 写真のまち尾道四季展実行
委員会（観光課内10848－25－7184
50848－25－7293）

第3回尾道文学談話会

幻想掌編集「星月夜の夢がたり」
（光原百合著）を題材に、物語を執筆
する際の着想、構成、展開の方法論

についてお話しします。
日時 6 月 2 日（木）18：30～20：00
場所 尾道白樺美術館［尾道大学］
講師 光原百合

（尾道大学芸術文化学部准教授）
定員 15人
申込期限 5 月30日（月）
尾道白樺美術館［尾道大学］

（10848－20－7831／火・水曜休館）

山波町の歴史・文化講座
第1回「山波村の民話と暮らし」

日時 5 月21日（土）19：00～21：00
場所 山波公民館
講師 寺岡昭治さん（尾道市文化財
保護委員長・山波民俗行事保存会
会長）
山波公民館（10848－37－8226）

尾道遺跡発掘調査研究所出張展示会
街道の交差するまち・尾道

古代山陽道や
西国街道、出雲
街道からみた尾
道の歴史につい
て、写真パネル
などを展示して紹介します。
期間 5 月21日（土）～ 6月19日（日）
時間 10：00～16：00（木曜休館）
場所 おのみち街かど文化館 1階

展示室
文化振興課（10848－25－7312）

ヨシダコウブン個展
「生きるカタチ」

大好きな巻貝のカタチと、生物を
デフォルメした観念的なカタチを展
示します。さまざまな生きるカタチ
を堪能ください。
期間 開催中、 5月30日（月）まで
時間 8：30～17：15

（土・日・祝日は除く）
場所 尾道市人権文化センター
尾道市人権文化センター
（10848－37－2631）
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因島図書館の催し

■～賢治の世界～
「銀河鉄道の夜」の朗読とピアノ演奏
日時 6 月12日（日）14：00～15：00
場所 芸予文化情報センター

多目的ホール
作品 切り絵「銀河鉄道の夜」

宮沢賢治作
朗読 吉田路子さん
ピアノ演奏 中矢聡子さん
対象 小学生以上
定員 100人
■切り絵「銀河鉄道の夜」展示
（約50点）
期間 6 月 4 日（土）～26日（日）
時間 10：00～18：00
切り絵作者 吉田路子さん
因島図書館（10845－22－8660）

瀬戸田図書館の催し

■写真展示「21世紀の朝鮮通信使」
友情ウォークから
瀬戸田公民館が開講した「初めて
の韓国語講座」に連携した展示で
す。
期間 5 月11日（水）～21日（土）
■尾道の民話伝説による「大型紙芝
居」原画の展示
尾道大学と図書館が取り組んでい
る大型紙芝居から、瀬戸田にゆかり
の作品と、天下の奇祭ベッチャーが
題材となった 2つの大型紙芝居の原
画を展示します。
期間 5 月25日（水）～ 6月 4日（土）
時間 10：00～18：00（月・火・祝日休館）
瀬戸田図書館（10845－27－1877）

東日本大震災復興支援イベント
尾道チャリティ門前市

皆さんからの出店料は、全額、東
日本大震災に寄付します。当日は募
金箱の設置と被災地の子どもたちに
送る支援物資（文房具）も募ります。
期間 5 月29日（日）、 6月19日（日）、

7月10日（日）
時間 10：00～16：00（8：00から搬入可）
場所 サイクリングポートみなとオ
アシス尾道（県営上屋 2号倉庫）
内容 ハンドメイド小物の展示・販
売市、リサイクル品、フリーマー

ケット、チャリティーコンサート
ほか予定
出店料 1ブース1,000円（間口約 1
ｍ×3.5ｍ、先着100ブース。一人
2ブースまで）
※今回から出店者用駐車場はありま
せん。
尾道観光協会（10848－37－9736）

まちなか♪フリーマーケット
in 尾道2011

日時 6 月 5 日（日）9：30～15：00
場所 尾道商業会議所記念館広場
■参加者を募集中です
参加費： 1区画500円
定　員：先着24組
尾道市商店街連合会
（10848－23－5001）

尾道子ども劇場　第207回合同例会
プレジャーBのコメディー
クラウンサーカスPART2

日時 5 月26日（木）18：30開演
場所 しまなみ交流館
入場料 3,900円（ 3 歳以下無料）
尾道子ども劇場（10848－22－8093）

0歳から100歳まで
第5回こどもとおとなの
おはなし会

おはなしの好きなこどもたち、そし
ておとなの皆さんに自分の好きなおは
なしを聞かせてあげてください。ご出
演をお待ちしています。
日時 6 月26日（日）13：30～15：30
場所 中央図書館 2階視聴覚ホール
出演申込期限 5 月14日（土）
おのみち朗読文化を育てる会
（堀　　10848－47－3632）

尾道勤労青少年ホーム
はじめてのゴルフ講座
～ゴルフを始めてみませんか！～

経験者も歓迎、ストレス発散！基
本から教えてもらえます。
期間 6 月 8 日（水）・15日（水）・20日
（月）・29日（水）、 7月 1日（金）・4日
（月）・13日（水）・25日（月）、 8月 3日
（水）、10日（水）

時間 19：00～20：15（全10回）
場所 玉の浦ゴルフ練習場
講師 松原衣江さん
内容 スイングの基本、姿勢、動き　
対象 市内在住か勤務先のある15歳
～35歳未満の人（男女問わず。学
生は除く）
定員 8 人
申込期限 5 月24日（火）
※新規会員は登録料1,000円とボー
ル代1,000円が必要
※ゴルフ用手袋必要、運動靴も可、
貸しクラブあり（無料）
尾道勤労青少年ホーム

（10848－22－5396／13：00～21：00）

因島勤労青少年ホームの教室

①フラダンス（初級編）教室
期間 5 月26日（木）～ 6月30日（木）
時間 19：00～20：00（全 6回）
講師 澤田登志子さん
②ゆかた着付け教室
期間 6 月23日（木）～ 7月 7日（木）
時間 19：30～21：30（全 3回）
講師 平岡圭子さん
【①②共通事項】
定員 20人
対象 市内在住か勤務先のある35歳
未満の女性
※利連協未登録者は500円が必要
③因島勤労者体育センタースポーツ
教室（ミニテニス）
期間 5 月19日（木）～ 7月21日（木）
時間 19：30～21：30（全10回）
講師 岡野初美さんほか尾道市ミニ
テニス協会
定員 15人～20人
対象 市内在住か勤務先のある人
（年齢制限なし）
※利連協未登録者は500円が必要
因島勤労青少年ホーム
（10845－24－1228／水曜休館）
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医療事務講座

期間 6 月 4 日～ 9月 3日の土曜
時間 12：45～16：45（全13回）
場所 総合福祉センター　
定員 20人（最小遂行人数12人）
受講料 70,000円（母子家庭には母
子会より助成あり）
申込期限 5 月25日（水）
※最小遂行人数に達しない場合中止
となります。
※ 5月14日（土）13：30から事前説明会
を行います｡（申込不要）
尾道市母子福祉センター
（10848－22－8385）

障害者委託訓練生募集

■パソコン事務科
期間 6 月15日（水）～ 9月14日（水）
場所 尾道キャリアスクール
対象 精神障害者手帳を持ち、公共

職業安定所に求職登録してい
る人

定員 10人
申込期限 5 月24日（火）までに最寄
りのハローワークへ応募用紙を提出
※その他、パソコンビジネス科、介
護サービス科、クリーンスタッフ
養成科、ｅ-ラーニングコースなど
もあります。詳しくはお問い合わ
せください。
広島障害者職業能力開発校
（1082－254－1766）

オストメイトのための講習会

オストメイト（人工肛門や人工膀
胱にしている人）のストーマケアや
処理のことをはじめ日常の悩み事な
どについて、医師の講義と看護師が
相談を受ける講習会です。各種のス
トーマの展示会もあります。
日時 5 月22日（日）13：00～16：00
場所 福山市市民参画センター

（福山市本町 1 －35）
講師 国立病院機構福山医療センタ
ーの医師・看護師
（社）日本オストミー協会広島県東部支
部・福友会（山本1090－8065－1403）

甲種防火管理資格
再講習会・取得講習会

■甲種防火管理再講習会
講習日 6 月 8 日（水）
定員 申込先着50人
受講料 3,000円
■甲種防火管理資格取得講習会
講習日 6 月 9 日（木）・10日（金）
定員 申込先着80人
受講料 6,000円
【共通事項】
場所 尾道消防防災センター 6階

多目的研修室
申込方法 5 月27日（金）までに消防
局予防課で申込（土・日曜を除く）
※受講料の払い戻しは、申込者が 5
月27日（金）までにキャンセルを申し
出た場合と、自然災害等により講
習会中止や講習日時を変更したた
めに受講できなくなった場合のみ
できます。
消防局予防課（10848－55－9123）

前期危険物取扱者保安講習

危険物取扱者免状の交付を受けて
いる人のうち、現在危険物製造所、
貯蔵所または取扱所で危険物の取扱
作業に従事している人は、次の期日
までにこの講習を受講する義務があ
ります。
①危険物の取扱作業に新たに従事す
ることとなった人は、その日から
1年以内。ただし、過去 2年以内
に免状の交付を受けている場合
か、講習を受けている場合は、免
状交布日か講習日から起算して 3
年以内
②前回講習を受けた後、引き続き危
険物の取扱作業に従事している人
は、前回講習日から 3年以内

講習時間 9：15～12：15
13：15～16：15

申込期間 5 月20日（金）までの 9：00
～16：30（土・日曜を除く）

受講手数料 4,700円（広島県収入証
紙か郵便振替）
受講申請書配布場所
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
受講申請書提出場所
消防局予防課、因島消防署予防・
査察係、（社）広島県危険物安全協会
連合会
※他の市町村でも 7月中に講習が実
施されます。詳しくはお問い合わ
せください。
消防局予防課（10848－55－9123）
広島県危険物安全協会連合会
（1082－261－8251）

調理師試験

日時 8 月10日（水）13：00～15：00
場所 鈴峯女子短期大学、福山平成
大学
受験資格 ①学校教育法第57条に規
定する人か調理師法附則第 3項の
規定により学校教育法第57条に規
定する人とみなされる人②①終了
後 2年以上調理業務に従事した人
試験科目 食文化概論、衛生法規、
公衆衛生学など

願書受付期間 6 月14日（火）～23日（木）
健康推進課（10848－24－1962）

広島県国際交流協会 5月例会

日時 5 月22日（日）13：00～16：00
内容 歌「ラスト・ダンス」、ディ
スカッション「政治家の良心を問
う」、講演「ヨルダンとイスラエ
ルについて（講師：チャッド・フ
ィリップスさん）」
松浦宅ラウンジ（10848－37－3518）
http://www.geocities.jp/matsuuras2000/HP

講習日 場所 講習種別

7／ 8（金）

7／11（月）

7／12（火）

7／13（水）

7／14（木）

三原市

尾道市

福山市

福山市

福山市

給油取扱所／その他

給油取扱所／その他

コンビナート

給油取扱所／その他

その他／給油取扱所

1電話  5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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尾道大学市民公開講座－学問への招待－のうち、
次の芸術文化学部教養講座を開催します。
生涯学習の一環として学内で行われている教育の
一端を広く公開し、学問的な話題を専門の研究者が
それぞれの立場からわかりやすく解説し、ともに考
えていこうという講座です。

期間 5 月18日・25日、 6月 1日・ 8日・15日
（いずれも水曜）

時間 18：30～20：00
場所 しまなみ交流館 2階大会議室
定員 約70人（申込不要・無料）
尾道大学附属図書館（10848－22－8311）

● 5月18日（水） 絵画による自己確認
教授　矢野哲也（担当：油画）
自分の初期から現在までの作品を紹介しながら、
描画材料や題材についてお話しします。

● 5月25日（水） 小津安二郎「青春の夢いまいづこ」
を観る＝読む

准教授　柴　市郎
（担当：近現代文学基礎演習、日本文学講読など）
当地にも縁のある映画監督・小津安二郎のサイ
レント作品「青春の夢いまいづこ」（昭 7）を取り
上げ、そこに描かれた青春群像劇を読み解きます。

● 6月 1日（水） 西洋美術史の夢　作品との出逢い
准教授　深谷訓子
（担当：西洋美術史、美学、博物館概論など）
西洋美術史とはどんな学問で、その夢や面白味、

また逆に苦労や難しさは如何なる所にあるのか、
具体的な作品と実体験に基づいてお話しします。

● 6月 8日（水） 伝承説話の夢
准教授　藤井佐美
（担当：民話研究、民俗学、日本の文学など）
説話には多くの夢が存在し、豊かな語りとともに
伝承されてきた話もあります。口承文芸や縁起説
話から先人の叡智に触れてみたいと思います。

● 6月15日（水） 夢のような夢の話？；多義語によ
る比喩表現に関する一考察

准教授　塚本真紀
（担当：心理学入門、発達と学習など）
「夢のような」という比喩表現の認知過程につい
てお話しします。修飾する語によって肯定的な意
味にも否定的な意味にもなる面白い表現です。

市では、男性も女性
もいきいきと輝き、お
互いに尊重し合えるこ
とを目的として「かが
やき☆セミナー」を開
催しています。

講座内容 ～今年度共通テーマ：学問・夢の世界～

日　に　ち 内　　容 講　　師

6 月25日（土） 自分らしく生きるために
～男女で家庭生活を楽しもう～

正保正惠さん
（福山市立大学教授）

7月 2日（土） 絵本を読もう！
～絵本の中の女の子・男の子～

市場恵子さん
（社会心理学講師・心理カウンセラー）

7月 9日（土） ココロのほぐし
～ストレスをためない生き方～

畝　由紀子さん
（さくら心理事務所代表・臨床心理士）

対象 どなたでも。男性大歓迎！
場所 尾道市人権文化センター 2階視聴覚室
時間 10：30～12：00
定員 各回先着約30人（できるだけ 3講座とも受講できる人）
託児 希望者は申込時にお知らせください。

申込方法 各開催日の10日前までに「住所、名前、
年齢、電話番号」を電話かFAX、Eメールで申込
人権推進課
（10848－37－2631 50848－37－6631）
jinken@city.onomichi.hiroshima.jp

男女共同参画事業かがやき講座

かがやき☆セミナー「ステキな生き方・暮らし方」

尾道大学芸術文化学部教養講座
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（　0848-37-2409）月～金曜日（祝日除く）9:00～12:00 13:00～16:00

（　0845-22-1545）月～金曜日（祝日除く）9:00～12:00 13:00～16:00

行　事　名 日　　　時 定員 申込 内容・対象など

相
　
談

こどもとママのリフレッシュ
（個別相談）

6／2（木）・16（木）
9：30～11：00、11：00～12：30 若干名 受付中

子どもを大切に思っているのに叱ってしまう、夫婦・家族間、身近
な人との関係でモヤモヤしていませんか。カウンセラーが相談に応
じます。（初回優先）

育児相談
～助産師さんにきいてみよう～ 6／10(金）14：30～15：30 なし 不要 授乳や病気など、子育てについての相談ができます。

講師：三浦好美（市立市民病院助産師）

子育て応援相談（個別相談）
～子どものこんなこと気になっていませんか～

日程は相談のうえ決定
（月3～4回程度） 若干名 受付中 視線や気持ちが合いにくい、落ち着きがない、興味が偏っているな

どお子さんのようすが気になる家族の相談に応じます。

栄養相談
～栄養士さんにきいてみよう～ 6／21（火）10：00～11：00 なし 不要

食に関心を持って生活していますか。離乳食や幼児食のすすめ方や
量が分からないなど食についての相談や情報交換ができます。身長、
体重測定もできます。

子
育
て
支
援
講
座

赤ちゃんとリラックス
～タッチケア～

6／13（月）・27（月）
10：00～10：40 なし 不要 タッチケア・ふれあいあそび・絵本の読み語りなど。

寝返り前のお子さんとその家族

みつぎｄｅあそぼう！ 6／8（水）10：00～12：00
（あそびの時間10：15～10：45） なし 不要

親子あそび、子育て相談、子育ての手伝いをしているファミリー・
サポートの紹介をします。※10：15までにはお越しください。
場所：みつぎ子ども図書館「すくすく」内プレイルーム

はいはいランド
6／24（金）･7／1（金）・8（金）

10：00～11：30
7／15（金）13：30～15：00

20組 6／1
9：30～

親子あそび・絵本の読み語り・概ね１歳までの心と身体の成長、ケ
ガや病気、離乳食などの話・ママの体操、交流タイムなど。
対象：寝返りからはいはいをはじめたお子さんとその家族

とっさの時の知恵袋（講習会）
～救急救命士さんに聞いてみよう～ 6／30(木）10：00～11：30 20組 6／15

9：30～

救急法や頭を打ったときや誤飲をしたときの対処法について。
講師：救急救命士（尾道消防署）
※託児はありますが、お子さんのようすを見てお母さんにお返しす
ることもあります。救急車の見学もできます。

行　事　名 日　　　時 定員 申込 内容・対象など
相
談 気がかり相談 6／20（月） 9：30～11：30 先着1組 随時 就学前のお子さんの保護者。子育てのこと、家庭のことなど相談員

が個別相談に応じます。相談員：浮田明子さん（臨床心理士）

子
育
て
支
援
講
座

ベビータッチケア 6／10（金）10：00～11：30 先着10組 5／27～ 平成23年1月～3月生まれのお子さんと保護者。ママの手でゆっくりとマッ
サージすることで、赤ちゃんの身体の緊張はほぐれ機嫌も良くなります。

みかんちゃんとリトミック 6／17（金）10：00～10：30 なし 不要 1歳半までのお子さんと保護者。親子でふれあいながらリズム遊び
を楽しめます。初めての人も大歓迎！講師：村上清美さん

姿勢のきれいな赤ちゃんに育てよう 6／21（火）10：00～11：30 先着20組 6／7～ 妊娠している人、概ね生後6カ月までの赤ちゃんと保護者（親子での参加）。
よく泣いて寝ない、向きぐせが気になる人は抱き方などを学びませんか。

わくわくふれあい遊び 6／27（月）10：30～11：00 なし 不要 未就園のお子さんと保護者。親子で楽しめる手遊びなど。

（　0848-48-2212）10:00～16:30／ 月・祝日休館

5／15（日）
13：30～

イスの布カバー張り替え・自転車かんたん修理教室
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

5／19（木）
10：15～13：00

おりがみで夏の花をつくろう
費用：600円、定員：15人、持参物：はさみ、定規

5／25（水）
13：30～14：30

ＥＭボカシ・ＥＭ活性液講習会
費用：無料、定員：10人、持参物：米のとぎ汁（活性液）

6／2（木）
13：30～15：00

ダンボールで生ごみを堆肥にしよう
費用：600円、定員：20人、持参物：ダンボール2個

6／3（金）
10：30～12：00

牛乳パックで手すきはがきをつくろう
費用：100円、定員：10人、持参物：すきこむもの

6／5（日）
10：00～15：00

フリーマーケット
出店者募集～出店料：1区画1,000円、募集数：10店

5／24（火）～
31（火）

5 月30日はごみゼロの日
ごみゼロの日記念「カバンのセール」

6／10（金）～
17（金）

時の記念日「時計のセール」

5／27（金）

出張販売＆リサイクル教室「布のコサージュをつくろう」
費用：350円、持参物：裁縫道具
（リサイクル教室　10：00～）
5／27（金）9：00～12：00  ゆきひろメイト店
※5 月のええじゃん尾道会場はお休みします。

6／ 8（水）
6／10（金）
6／11（土）
6／14（火）

出張販売＆リサイクル教室「七夕飾りをつくろう」
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～）
6／ 8（水）10：30～15：00  瀬戸田市民会館前駐車場
6／10（金）10：00～15：00  道の駅クロスロードみつぎ
6／11（土）10：00～15：00  尾道市民センターむかいしま
6／14（火）10：30～15：00  因島総合支所前駐車場
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≪相談内容≫
光回線の勧誘電話があり、資料を送ってもらえれ
ば検討すると伝えた。ところが後日「光回線の工事
日程が決定した」と留守番電話に入っていた。自分
はまだ契約すると決めていない。資料がまだ届いて
もいないのに、契約になったようだった。断りたくて
業者に電話したが、つながらない。どうすればよいか。

（30代／男性）
≪アドバイス≫
このような光回線などのインターネット回線契約
やプロバイダー契約に関する強引な勧誘についての
相談が、全国の消費生活相談窓口に寄せられていま
す。何度断っても勧誘が止まないという相談もあり
ます。しつこい勧誘を断るときには、あいまいな返
事をせず、業者名・連絡先・担当者名を聞いたうえ
で、「契約するつもりはないので電話しないで欲し
い」とハッキリ伝えましょう。
また、電気通信事業者はクーリング・オフなどを

定めた特定商取引法の対象外なので、契約するとき
は慎重に検討してください。契約したつもりはない
のに契約書が送られてくることもありますが、トラ
ブルになったら尾道市消費生活センターか総務省中
国総合通信局電気通信事業課（1082－222－3376）に相
談してください。

■消費生活に関するトラブル等について、
気軽にご相談ください。
相談時間 9：00～12：00、13：00～17：00

（土・日・祝日、年末年始を除く）
尾道市消費生活センター
（市役所分庁舎 2階 商工課内 10848－37－4848）
■5月は消費者月間です
統一テーマは「地域で広げよう　消費者の安

全・安心」です。高齢の消費者を中心に、消費者
トラブルに巻き込まれる例が増えています。地域
で見守り、拡大防止に努めましょう。

強引な光回線の勧誘電話

中小企業者の皆さんへ
有利な制度をご利用ください！

●ここが有利です
本制度では、市が信用保証料の一部を負担し、信用

保証協会所定の料率より低い料率を設定しています。
（所定の料率0.45％～1.9％が0.32％～1.0％となります。）
さらに、一定の条件に基づき、本人負担の信用保証

料に相当する額を補助する制度（緊急支援補助金交付制
度）もあります。

対象 市内に事業所があり、 1年以上引き続き事業
を営む納税成績良好な中小企業者か事業協同
組合等

○運転資金普通貸付と小口貸付を併用する場合は、普通貸付の融資限度額内とする。
○融資利率のカッコ内の利率は、広島県信用保証協会の保証付きの場合に適用する。
○短期とは 1年以内を、長期とは 1年を超えて融資期間内をいう。
担保・保証人等 取扱金融機関か広島県信用保証協会所定の方法による（利用資金により信用保証付きの条件あり）
商工課（10848－25－7182）か市中金融機関、尾道商工会議所（10848－22－2165）
因島商工会議所（10845－22－2211）、尾道しまなみ商工会（10848－44－3005）
尾道しまなみ商工会御調支所（10848－76－0282）、尾道しまなみ商工会瀬戸田支所（10845－27－2008）

融資制度の種類（平成23年 4月 1日現在）
資金の種類 融資限度額 融資期間 融資利率 信用保証料率

運
転
資
金

普通貸付
会社・個人　　　1,500万円
事業協同組合等　1,800万円

5 年以内
（内据置 6 カ月以内）

短期年2.3％以下
（1.9%）以下

長期年2.5％以下
（2.1%）以下

所定の信用保証料率
0.45％～1.9％
うち

本人負担分
0.32％～1.0％

※所定の料率から本人負担分へ引
き下げた部分は市が負担
※さらに本人負担分を補助する制
度あり

小口貸付 会社・個人　　　　500万円
5 年以内
（内据置 6 カ月以内）

短期年2.2％以下
（1.8%）以下

長期年2.5％以下
（2.1%）以下

設備資金
会社・個人　　　2,500万円
事業協同組合等　2,800万円

10年以内
（内据置 1 年以内）

年　　2.5％以下
（2.1%）以下

市の中小企業融資制度市の中小企業融資制度市の中小企業融資制度市の中小企業融資制度市の中小企業融資制度市の中小企業融資制度市の中小企業融資制度市の中小企業融資制度市の中小企業融資制度市の中小企業融資制度市の中小企業融資制度市の中小企業融資制度市の中小企業融資制度市の中小企業融資制度市の中小企業融資制度市の中小企業融資制度市の中小企業融資制度市の中小企業融資制度市の中小企業融資制度市の中小企業融資制度市の中小企業融資制度市の中小企業融資制度市の中小企業融資制度
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昼間に窓口に来るのが難しい皆さんに、利用して
いただける方法です。
予約場所 本庁市民課、因島総合支所

御調・向島・瀬戸田支所
対　　象 住民票、印鑑証明書
予 約 者 証明書に記載された本人か本人と同一世

帯の人
受 取 者 予約者か予約者と同一世帯の人で予約者

が指定した人
予約方法 受取希望当日（※受取希望日が休日の場

合はその直前の開庁日）の 8：30～17：00
に受取をする場所（右記予約先）へ電話

受取場所 予約した場所の警備室
受取時間 平日／17：30～21：00

休日／ 9：00～17：00 の希望の時間

受取に必要なもの
①受取者の本人確認書類
※顔写真付き住民基本台帳
カード、運転免許証、パ
スポート等、官公署が発行した写真付きの書類
（お持ちでない場合は利用できません。）
②印鑑証明書の場合は証明する人の印鑑登録証
（カード）

予約・問い合わせ先
市民課（10848－25－7102）
因島総合支所市民生活課（10845－26－6208）
御調支所住民課（10848－76－2111）
向島支所住民福祉課（10848－44－0110）
瀬戸田支所住民福祉課（10845－27－2211）

就職応援します

5／17・24・31
6／7
12：30～16：30
（祝日を除く）

①5／17・24
6／7
18：00～19：50（尾道）

②5／25
17：40～19：30（因島）
（祝日を除く）

月～金曜日
8：30～17：15
（祝日を除く）

5 月25日（水）
10：00～15：00

開催日時など
詳しくはお問
い合わせくだ
さい。

◆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（10848－25－7182）

◆尾道しごと館（夜間相談）
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 キャリア相談や職業適性診断など
①場所 市役所分庁舎（本庁舎向かい）
商工課（10848－25－7182）

②場所 因島総合支所 1階101会議室
因島総合支所しまおこし課（10845－26－6212）

◆求人情報コーナー
場　所 因島総合支所 3階ロビー
内　容 求人情報誌の配布・閲覧、求人情報の閲覧

（ハローワークインターネットサービス）など
※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（10845－26－6212）
商工課（10848－25－7182）

◆就職支援セミナー
場　所 ①ハローワーク尾道（月 3 回）

②因島総合支所 4階大会議室（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（10848－23－8609）

◆因島一日職業相談会
場　所 因島総合支所 4階大会議室
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（10848－23－8609）

電話予約で住民票・印鑑証明書が

広島県が差押した不動産（宅地・建物）をヤフーの
インターネットオークションを利用して公売します。
公売物件の所在地
瀬戸田町大字沢字室浜311番3（避難港に接した閉
静な建物付きの広い土地です。現状のままでも倉
庫か資材置き場として使用可能ですが、建物を撤
去して整地・分割すれば分譲地としても利用でき
ます。）

【土地】地目／宅地　用途地域／準工業地域
登記簿上の面積／3,229.31㎡（987.57坪）

【建物】種類・構造／倉庫・木造スレート葺平屋建
主建物 3棟　未登記建物を含めた登記簿上
と概測の延床面積　1,500.86㎡（454.80坪）

【見積価額】9,950,000円
【公売保証金】995,000円
※公売物件の詳細については、 5月26日（木）13：00か
らインターネット上で公開します。
官公庁オークションアドレス
http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/hiroshima
広島県東部県税事務所（特別滞納整理班）
（1084－921－1311／内線2204）

HP

不動産の公売を行います
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（　0848-20-0400）

（　0845-27-0800）

（　0848-20-1218）

（　0848-20-7831）

（　0845-27-3800）

（　0848-76-2888）

（　0848-23-2281）

（　0845-24-3715）

時　間
休館日

9：00～17：00（入館は16：30まで）
月曜日（祝日は開館）

時　間
休館日

9：00～17：00（入館は16：30まで）
月曜日（祝日の場合は翌日）

時　間
休館日

9：00～17：00（入館は16：30まで）
無休

時　間
休館日

10：00～18：00
火・水曜日（祝日は開館）

時　間
休館日

9：00～17：30（入館は17：00まで）
月曜日（祝日の場合は翌日）

時　間
休館日

9：00～17：00（入館は16：30まで）
無休

時　間
休館日

10：00～18：00
木曜日

■第55回尾道市美術展
◇前期　5 月28日（土）～ 6 月 5 日（日）［書、写真、工芸］
◇後期　6 月11日（土）～19日（日）［日本画、洋画、彫刻、デザイン］
観覧料　無料

■常設展Ⅰ
◇開催中、 6 月26日（日）まで
観覧料　大人 400円、高校生 300円、中学生以下と市内在住の
　　　　70歳以上（※年齢を証明できるものを提示）は無料

■春の特別展「ふるさと瀬戸内とシルクロードⅠ」
◇開催中、 7 月14日（木）まで
観覧料　一般 800円、高校・大学生 400円
　　　　小・中学生 200円（市内小・中学生無料）

■―風景―授業作品展
◇ 5 月21日（土）～ 6 月 5 日（日）
観覧料　無料

■なかた美術館コレクション展
◇ 5 月14日（土）～ 8 月28日（日）
観覧料　一般500円、市内学生・小学生以下無料

■第59回館蔵品展「古儀茶道藪内流　歴代の道具」
◇開催中、 6 月19日（日）まで
観覧料　大人 1,200円、高校生 700円、中学生以下無料

■海事都市企画展「てっぱん」・造船のまち尾道
◇開催中、 8 月 3 日（水）まで　　観覧料　無料
●物産市　◇土曜10：00～14：00（休みの場合もあります。）

時　間
休館日

10：00～17：00（入館は16：30まで）
火曜日（祝日は開館）

■「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

日　時 7 月18日（祝）16：00開演（15：30開場）
場　所 ベル・カントホール
出　演 戸川昌子　

山本リンダ　
ＲＯＬＬＹ　　
小川景司（尾道市出身）
瀬川　澄　ほか

ゲスト クミコ
入場料 Ｓ（ 1・2階席）5,000円

Ａ（ 3階席） 3,000円（全席指定）
チケット発売開始 5 月18日（水）9：00～
ベル・カントホール（10845－27－3848）

戸川昌子 山本リンダ ROLLY クミコ

文化財講座Ⅰ 講演会

日　時 5 月23日（月）
18：30～20：00（18：00開場）

場　所 しまなみ交流館大会議室
講　師 高橋玄洋さん（脚本家）
定　員 80人　参加料 無料
申込方法 電話で申込
文化振興課（10848－25－7367）

高橋玄洋さん

第22回 2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭2011せとだパリ祭

私の尾道論

【高橋玄洋（たかはし・げんよう）】
昭和 4年、島根県松江市生まれ。終戦後、父・武氏が尾道市に就
職後、帰省した尾道で、画家・小林和作に出会い強い影響を受け
る。市立尾道短期大学国文科を経て、早稲田大学文学科を卒業。
最盛期には、年間100本のドラマ脚本を書き「視聴率の魔術師」
と呼ばれた。昭和55年頃、テレビ脚本家としての栄光を手放し、
現場を離れ、小説や随筆、書、陶芸などの制作活動に勤しみ、風
雅の道に心をよせている「平成の文人」として活躍。
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表紙は、尾道大学生がデザインしています。

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

1日（水）

8日（水）

14日（火）

20日（月）

28日（火）

尾道市役所

因島総合支所

みつぎいこい会館

向島支所

瀬戸田支所

※人権擁護委員が対応

司法書士相談（要予約）
土地・建物の登記（相続、贈与、売買など）、
会社の登記ほか

14日（火）
15日（水）
16日（木）
20日（月）

向島支所
因島総合支所
瀬戸田支所
尾道市役所

弁護士相談（要予約）
法律相談全般
（※受付は5月17日から。先着順）

1日（水）
6日（月）
9日（木）
17日（金）

向島支所
尾道市役所（13：00～15：00）
因島総合支所
尾道市役所（13：00～15：00）

行政相談
国や特殊法人に対する意見、要望

2日（木）

10日（金）

13日（月）

14日（火）

因島総合支所

瀬戸田支所

尾道市役所

みつぎいこい会館
※行政相談委員が対応

登記相談
土地・建物の登記、会社の登記

8日（水） 因島総合支所
※法務局職員が対応

秘書広報課広報広聴係
（10848－25－7395）

申問

場所 本庁市民課、因島市民生活課
業務 戸籍・住民票・印鑑証明書の発行、

パスポート受取等（※住所変更・パ
スポートの申請等はできません。）

市民課（10848－25－7102）
因島総合支所市民生活課（10845－26－6208）

消防局予防課予防係（10848－55－9123）問　

毎週金曜日午後7時まで
戸籍・住民票・印鑑証明書を発行しています今月の納税等

納期限＝5／31（火）

固定資産税

都市計画税

軽自動車税

尾道市内の交通事故（4月24日現在）
せまい路地 いちど止まって 目でかくにん

件数 死者 負傷者

平成23年 190 1 235

昨　　年 170 1 208

6月の交通事故統計情報
（尾道・因島警察署管内）

県下一斉警戒日 22日（水）

東部ブロック警戒日 7 日（火）

「あなたの力を尾道市消防団で
ためしてみませんか」
安全で安心して暮らせる、かけがえの
ない私たちのまちづくりに、あなたの参
加を待っています。
消防局警防課消防係（10848－55－9122）

※表紙は今月から「おのみちの自慢できるもの」をテーマに掲載していきます。

ぴれすらむ
5月に見頃をむかえる虫除け効果で有名な花

といえば、除虫菊。その小さな姿からは想像で
きないパワーを秘めた花です。
人だって同じで、ぱっと見ではわからない力
をこっそり蓄えているものだと思います。
外からは見えない、キラキラぐるぐる渦巻く
チカラを表現したくて、こんな絵になりました。
見て楽しい気持ちになってもらえたら嬉しい
です。

尾道大学美術研究科2年
デザイン専攻
三木麻夕莉


