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尾道大学美術学科卒業制作展・
大学院美術研究科修了制作展

期間　２月11日㈷
　　　　～20日㈰
※両館とも会期中
　無休で入館無料
■卒業制作展
　【市立美術館】
時間　９：00～17：00
　（入館は16：30まで）
●ギャラリートーク
日時　２月12日㈯11：00～日本画
コース、13：00～デザインコース、
14：00～油画コース
■修了制作展
　【尾道白樺美術館［尾道大学］】
時間　10：00～18：00
●ギャラリートーク
日時　２月13日㈰14：00～
　尾道大学（☎0848-22-8311）

おのみち文学の館「文学記念室」
行友李風特別展Ⅱ

期間　１月22日㈯～２月27日㈰
時間　９：00～17：00（入館は16：30まで）
※火曜休館
内容　直筆原稿、書籍などの資料や
作家ゆかりの品のうち、特別展資
料を入れ替えて展示
入館料　一般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）
　　
第７回尾道ユネスコ協会絵画展
絵で伝えよう！わたしの町のたからもの

期間　１月15日㈯～23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
　尾道ユネスコ協会（☎0848-25-7312）

向東公民館★きらめき講座★
（青少年健全育成プログラム開発講座）

■第３回
　ＣＡＰ（こども暴力防止）プログ

ラム講座～わすれていません
か？あなたの「宝物」～
①日時　１月16日㈰10：00～12：00
　対象　保・幼～小学３年生の保護者
　※託児あり（申込不要）
②日時　１月22日㈯10：00～12：00
　対象　保・幼～小学６年生
③日時　１月30日㈰10：00～12：00
　対象　小学４～小学６年生の保護者
場所　向東公民館（サンボル尾道内）
講師　ＣＡＰスペシャリスト
■第４回
　家庭教育講座～たくましい子ど
もを育てよう～
日時　２月11日㈷10：00～12：00
場所　向東公民館（サンボル尾道内）
講師　柿本和彦さん（ＮＰＯおのみ
ち寺子屋）
　向東公民館（☎0848-44-3955）

シネマ尾道
「その街のこども 劇場版」×
脚本家渡辺あやによる舞台挨拶

日時　１月29日㈯
　10：00～
※上映後、脚本家渡
辺あやによる舞
台挨拶 

料金　一般1,800円、高校・大学生
1,500円、60歳以上・中学生以下
1,000円（前売り：一般1,300円）

　シネマ尾道（☎0848-24-8222）

異文化を体験してみませんか
第10回外国人による
日本語スピーチ大会＆交流会

　尾道近郊に住む外国人による日本
語でのスピーチを行い、その後、ス
ピーチ参加者と交流を深めるイベン
トです。
日時　１月23日㈰14：00～16：00
場所　総合福祉センター４階大会議室
　尾道市国際交流推進協議会事務局
　（秘書広報課内　☎0848-25-7395）
　フィーラス華（☎0848-23-3140）

国際交流日帰りバスツアー
鷲羽山ハイランドフリーパスポート付き

日時　２月６日㈰７：30～

集合場所　因島勤労青少年ホーム
定員　先着40人
　（うち20人は外国人を含む）
参加費　2,000円（利連協未加入の人
は別途500円必要）

申込期限　１月25日㈫
　　因島勤労青少年ホーム
　（☎0845-24-1228／水曜休館）

“下関・門司港ロマン紀行”
日帰りバスツアー

　旬の味覚！本場下関でふぐ料理、
海響館でペンギンに触れる！青少
年の交流を深めに出かけませんか。
日時　２月13日㈰７：30～20：50
コース　千光寺グラウンド７：30出
発～昼食【ふくの関火の山店】
（11：30～12：20）【カモンワーフ海
響館・唐戸市場】（12：40～15：30）
～門司港レトロ（15：50～16：30）
～千光寺グラウンド20：50着
対象　市内在住または勤務先のある
15歳～35歳未満の人（学生は除く）
参加費　3,000円
　（新規会員は別途登録料200円）
定員　40人
申込方法　２月３日㈭までに、参加
費を添えて申込
　　尾道勤労青少年ホーム
　（☎0848-22-5396／13：00～21：00）

尾道勤労青少年ホーム短期講座
バレエストレッチ

　日常生活や仕事等で身体の姿勢
が崩れていませんか。バレエスト
レッチは姿勢を正して日々の疲れ
を取ることができ、さらにダイエッ
ト効果もあります。
期間　１月24日～３月７日の月曜
時間　19：00～20：30（全７回）
対象　市内在住または勤務先のある
15歳～35歳未満の人（学生は除く）
講師　岩本明美さん
定員　20人（男女問わず）
持参物　運動のできる服装、飲み
物、バスタオルまたはヨガマット
※新規会員は登録料300円必要
申込期限　１月21日㈮
　　尾道勤労青少年ホーム
　（☎0848-22-5396／13：00～21：00）
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最優秀賞
「ばんよりさん」
石川晋太郎さん
（長江中２年）
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因島市漁協鮮魚市

日時　１月15日㈯８：00～10：00
※売り切れ次第終了
※２月以降第１・第３土曜開催
場所　宇和部港（因島土生町）
内容　瀬戸内のおいしい新鮮魚を販売
　因島市漁業協同組合
　（☎0845-22-0155）

第８回五色百人一首しまなみ大会

日時　２月11日㈷受付９：00～
場所　中庄公民館
対象　県内在住の小学生
持参物　名札、筆記用具、靴を入れる袋
競技方法　競技の部（一人対一人の対
戦形式）、ちらしどりの部（チームに分
かれて大型布かるたのちらしどり）
申込方法　２月２日㈬までに「①名
前②学年③学校名④保護者の連
絡先」を記入のうえ、郵送または
ＦＡＸ、Ｅメールで申込
　　〒722-2211　尾道市因島中庄町3303-8
　田頭（☎・　0845-24-3261）
　michyu88@yahoo.co.jp

文化財総合的把握モデル事業
歴史文化リレー講演会・
シンポジウム 

　平成20年度から各地域で実施し
ている文化財調査の成果や各地域
の歴史と文化について、リレー形式
で講演会を行います。また、シンポ
ジウムでは今年度策定予定の尾道
市歴史文化基本構想についてもご
説明します。
■歴史文化リレー講演会
日時　１月31日㈪18：30～20：00
場所　尾道市民センターむかいしま
大研修室
演題　向島の歴史と文化
講師　村上　定さん
　　　（尾道市文化財保護委員）
■歴史文化シンポジウム
日時　２月11日㈷13：00～16：00
場所　しまなみ交流館ホール
パネラー　西村幸夫さん（東京大学
教授）、西山徳明さん（北海道大
学教授）ほか

　文化振興課（☎0848-25-7312）

文化財講座Ⅰ

日時　１月26日㈬18：30～20：00
場所　しまなみ交流館大会議室
演題　尾道遺跡と草戸千軒町遺跡
講師　岩本正二さん（前財団法人広島
県教育事業団埋蔵文化財調査室長）
　文化振興課（☎0848-25-7367）

人権文化講演会

日時　２月27日㈰
　　　13：30～15：00
　　　（13：00開場）
場所　尾道市民センターむかいしま
文化ホール
演題　みんなが輝いて生きるために
　　　～すべての人がビューティフル～
講師　遙　洋子さん（タレント・作
家。介護の葛藤を描いた著書「介
護と恋愛」は平成18年にＮＨＫで
ドラマ化。同年の文化庁芸術祭参
加ドラマに選ばれた。）
定員　400人（手話通訳付。申込不要）
　尾道市人権文化センター
　（☎0848-37-2631）

男女共同参画フォーラム
女性も男性も いきいき のびのび 男女共同参画社会へ

日時　２月20日㈰13：30～15：00
　  　  （13：00開場）
場所　因島市民会館大ホール
演題　女と男のいい関係～男女も
みな一緒。個性一番、人間性一番～
講師　桑原征平さん
　　　（フリーアナウンサー）
申込方法　２月10日㈭までに「①名
前②住所③電話番号」を記入のう
え、郵送またはＦＡＸで申込
　　〒722-2211　尾道市因島中庄町2089-1
　因島人権文化センター
　（☎・　0845-24-2160）

よつば会講演会
～精神障がい者が元気になるために家族ができること～

　精神障害者を支える家族は、つい
不安や悩みを抱えがちです。どうし
たら家族が、そして本人が元気を取
り戻せるかをテーマに講演をして
いただき、その後、皆さんと交流し

たいと思います。（申込不要）
日時　１月29日㈯13：30～15：30
場所　総合福祉センター４階集団指導室
対象　精神障害者の家族
講師　西上忠臣さん（NPO法人ちゃ

んくす代表・作業療法士）
　ＮＰＯ法人尾道こころネットよ
つば会（☎0848-37-6600）

尾道大学コンピュータ公開講座

■デジタル画像（写真）加工・処理のため
の「Microsoft Office Picture 
Manager」と「Windows フォト 
ストーリー3」活用講座
対象　市内在住で、ある程度パソコ
ンを操作できる人。デジタル画像
の加工・処理に興味があるがその
経験がない人
日時　２月19日㈯10：00～16：00
場所　尾道大学Ｃ棟２階Ｃ３教室
担当　邵　忠（経済情報学部教授）
内容　ソフトの使い方を説明し、サ
ンプル画像でサイズの変更、明る
さとコントラスト、色およびトリ
ミングなどの加工・処理を実践し
ます。さらに、複数の写真から楽
しいビデオストーリーを作成す
る「Windows フォト ストーリー
３」の画像のインポートと編集、
タイトルの追加、ナレーションの
録音、バックグラウンドミュー
ジック（BGM）の追加などの操作
手順を説明して、最後に各自のビ
デオストーリーを作成します。
定員　30人（応募者多数の場合抽選）
申込方法　２月10日㈭までに、往復
はがきの往信欄に「コンピュータ
公開講座受講希望、講座名、住所、
名前、年齢」、返信欄に「返送先の
宛名」を記入のうえ郵送（一人に
つき１枚。必着）
※昼食は各自でご用意ください。駐
車場は、大学駐車場（裏門前）をご
利用ください。
　　〒722-8506　尾道市久山田町1600
　尾道大学情報処理研究センター
　（☎0848-22-8312/内線408）
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中央図書館の催しなど

■特別整理期間
　１月28日㈮～２月３日㈭まで蔵書点
検のため休館します。休館中は、図書は
返却ポストに入れてください。ただし、
ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオ等は壊れる恐れが
ありますので、入れないでください。
■民話紙芝居発表会Ⅱ
　尾道市に伝わる、昔話や民話をも
とにした紙芝居の作成を記念して、
発表会を開催します。
日時　２月５日㈯14：00～14：50
内容　力持ちの和七、海龍寺と蛇が
池の龍王様、孝子と浮鯛ほか

読み手　堀　純子さんほか
ピアノ　正木路子さん
　中央図書館（☎0848-37-4946）

大人のための朗読会

①日時　１月29日㈯10：30～11：30
　場所　尾道市民センターむかいしま２階研修室
　向島子ども図書館（☎0848-44-0114）
②日時　２月12日㈯14：00～15：00
　場所　中央図書館視聴覚ホール
　中央図書館（☎0848-37-4946）
【①②共通事項】
対象　中学生以上
内容　詩「くじけないで」、小説「一会の雪」ほか
語り手　しまなみ朗読会「わすれな草」

瀬戸田図書館の催し

■竹井工房「創作和凧展」
　お正月といえば「凧」。今回は、お
めでたいテーマで創作した自慢の
作品をお借りしてきました。
期間　開催中、１月16日㈰まで
■草樹庵の押葉帖「落葉樹・五十葉」より
　横山直江さんが、アトリエ「草樹
庵」で共に暮らす木々の押葉帖を作
りました。身近な、落ち葉の造形に
ひと時を過ごしませんか。
期間　１月19日㈬～２月６日㈰
時間　10：00～18：00（月・火曜を除く）
　瀬戸田図書館（☎0845-27-1877）

市立美術館の催し

■ギャラリートーク夭折の画家
　片山牧羊

　当館の学芸員による作品解説です。
日時　１月23日㈰14：00～14：30
対象　一般（申込不要。観覧料必要）
　市立美術館（☎0848-23-2281）

第11回尾道文学談話会

　「日本の詩歌̶七五調の謎をとく̶」
と題してお話しします。五音と七音は、
古来日本人の愛でてきた音数ですが、そ
れはどのような姿をしているのか、なぜ
五音であり七音でなければならないの
かなど、よくわからないことがたくさん
あります。今回は、身近な五音と七音の
謎に迫ります。
日時　２月３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　１月31日㈪
　　尾道白樺美術館［尾道大学］
　（☎0848-20-7831／火・水曜休館）

第１回尾道大学経済情報学部
公開ゼミ研究発表会

　尾道大学経済情報学部4年の学生
が、ゼミの指導教員に鍛えられ培っ
た日頃の研究成果を、市民の皆さん
に分かりやすく発表します。
日時　１月20日㈭18：30～20：30
場所　しまなみ交流館２階大会議室
演題
①地方都市における水需給問題へのシス
テムズアプローチ　佐世保市の場合
②シネマ尾道の経営学　ミニシア
ターが生き残るためには
③コホート変化率法による将来人口
推計　少子高齢化する尾道市の姿

発表者　尾道大学経済情報学部　①山
内ゼミ生②下野ゼミ生③刈山ゼミ生

　尾道大学経済情報学部
　（刈山　☎0848-22-8311）

在職者訓練訓練生募集
ホームページ作成＆メンテナンス

期間　１月29日㈯・30日㈰の２日間
時間　９：00～16：00（計12時間）
場所　福山高等技術専門校
対象　企業等に在職している人で
ホームページの業務に携わって

いるまたはメンテナンスについ
て理解したい人
定員　先着10人
受講料　5,800円（テキスト代2,500円
が別途必要）
申込期限　１月24日㈪
　　福山高等技術専門校（☎084-951-0260）
　　
会社を変える！かたづけ力講座

　整理整頓により無駄な労力を削減
するための秘策を「かたづけ士」小松
易さんが講演します。
日時　２月４日㈮14：00～16：00
場所　因島商工会議所
受講料　会員事業所無料、非会員事業所1,000円
定員　先着50人
申込方法　所定の申込書をＦＡＸま
たは電話で申込

　　因島商工会議所（☎0845-22-2211）

平成22年度 広域講習会

日時　１月15日㈯13：30～
場所　福山市神辺文化会館
テーマ　生き残るためのビジネスヒント
がここにある！～カリスマ支援家「小出
宗昭」が教える100戦100勝の経営術～
講師　小出宗昭さん（㈱イドム代表取締役社長）
定員　先着60人
　　広島県商工会連合会東部支所
　（☎084-960-3107）

農林漁業と商工業の出会いで生まれる新ビジネス
農商工連携セミナー

日時　２月14日㈪14：00～16：30
場所　尾道商工会議所２階大会議室
内容　第１部：制度説明会
　　　第２部：個別相談会
申込方法　２月４日㈮までに尾道商
工会議所へFAX（　0848-25-2450）
で申込

【農商工連携とは】農林漁業者と商工
業者がそれぞれの経営資源を有効に
活用し、連携して行う「新商品の開発・
販売促進等」の取り組みのことです。
　尾道商工会議所（☎0848-22-2165）
　因島商工会議所（☎0845-22-2211）
　尾道しまなみ商工会（☎0848-44-3005）
　商工課（☎0848-25-7182）
　農林水産課（☎0848-25-7212）
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　国民年金制度は、老後や不慮の事故に対しての生活保
障を目的とした制度で、日本国内に住所がある20歳以上
60歳未満の人は全員加入しなければなりません。
Ｑ　加入手続きはどうするのですか。
Ａ　20歳の誕生日が近づくと、日本年金機構から国民年
金加入の案内が送られます。学生・自営業者・フリー
ターなどの人は、誕生日の月末までに「資格取得届」を
市役所か最寄りの支所へ提出してください。

※すでに就職し、厚生年金や共済組合に加入している人
は、｢年金加入状況回答票｣に記入し、返送してください。
また、結婚し厚生年金や共済組合に加入している配偶者
に扶養されている人は、配偶者が勤務する事業所へ国民
年金第３号被保険者の加入手続きをしてください。

Ｑ　収入が少ないので、保険料を納めることが困難です。
Ａ　「学生納付特例制度」や「若年者納付猶予制度」があり
ます。市役所か最寄りの支所で申請の手続きをしてく
ださい。

●学生納付特例制度：学生で、本人の前年所得が一定以下
（扶養者なしの場合118万円）のとき、保険料の納付が猶
予される制度です。

　申請に必要なもの　①学生であることを証明できるも
の（学生証・在学証明書など）②年金手帳（持っている
人）③印鑑（代理人が手続きする場合）

●若年者納付猶予制度：学生以外の20歳から30歳未満の
人で、本人および配偶者の前年所得が一定以下（扶養者
なしの場合57万円）のとき、保険料の納付が猶予される
制度です。

　申請に必要なもの　①年金手帳（持っている人）②印鑑
（代理人が手続きする場合）
※両制度とも将来年金を受けるために必要な資格期間
（保険料を納めた期間および免除承認期間等合わせて
25年）には算入されますが、年金額へは反映されませ
ん。この間の保険料は10年以内であればさかのぼって
納付（追納）することができます。（２年を過ぎると当時
の保険料に加算額がつきます。）

Ｑ　保険料を納めないとどうなるのですか。
Ａ　年金を受けるのに必要な資格期間を満たせなくなっ
て受給できなかったり、将来受け取る年金額が少なく
なります。また、病気やケガで障害が残ったときや死亡
したときに、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられ
ないこともあります。

　保険年金課申請給付係（☎0848-25-7135）

20
歳が
スタート国民年金国民年金

栄養相談
～栄養士さんにきいてみよう～

♪とんかち・うんぱっぱ♪
～ミュージック・ケア～

はいはいランド

ぷりままタイム（グループトーク）
～笑顔のママをめざして～

講演会
「ママ、気持ちをわかってくれてありがとう」

ちびっ子クッキング
～出来上がるまでの過程を体験しよう～

子育て応援相談（個別）
～子どものこんなこと気になっていませんか～
こどもとママのリフレッシュ
（個別相談）

２／９㈬10：00～11：30
（相談10：45～11：30） なし

若干名

若干名

先着20組

先着20組

20組

不要

受付中

受付中

２／７㈪・18㈮・21㈪
13：30～15：30

２／３㈭・17㈭
９：30～11：00、11：00～12：30

▲2／23㈬●2／28㈪
10：00～11：00

２／24㈭10：00～11：00

２／10㈭10：00～11：30

２／14㈪・25㈮、３／11㈮・22㈫
13：30～15：00

２／16㈬10：00～12：00

行事名 日　時 定　員 申　込 内容・対象など

行事名 日　時 内容・対象など定　員 申　込

離乳食や幼児食のすすめ方や食事の量が分からな
い、野菜、牛乳嫌いなど、食についての相談や情報交
換ができます。（身長、体重測定も可）

ふれあい発達相談

節分行事～鬼はそと・福はうち～

ふれあい親子ビクス

みかんちゃんとリトミック

２／17㈭10：00～11：30

２／２㈬10：00～11：30

２／３㈭10：00～11：00

２／16㈬10：00～11：00

２／18㈮10：00～10：30

先着１組

先着20組

なし

先着25組

なし

受付中

１／17～

不要

２／１～

不要

０歳～未就園のお子さんと保護者。落ち着きがない、目が合
わない、ちょっと神経質すぎるのかな？など気になっていま
せんか。個別の相談を受けられます。相談員：箱崎文恵さん 

０歳～未就園のお子さんと保護者。乳幼児の子育てに
おいて大切にしたいことについて。講師：塩出順子さん 

０歳～未就園のお子さんと保護者。季節の行事をみ
んなで楽しみましょう！
概ね１歳～未就園のお子さんと保護者。聞いて話して見つ
めてふれて抱きしめて。子どもたちの五感を刺激する手遊
びや体遊びを、親子で楽しみます。講師：松本久美子さん

抱っこや腹ばいを嫌がる、コミュニケーションがとれない、小さな音や状
況の変化に過敏など、子どものようすが気になる家族に子どもの心の訳と
かかわり方を教えていただきます。お子さんとご一緒にお越しください。
育児に疲れて子どもにあたってしまう、夫婦や家族間で
の価値観の違いなど、気がかりなことを話してみません
か。身近な人との人間関係について相談に応じます。
音楽の持つ不思議な力を使って、子どもの心の中をそっとのぞいてみません
か。各コースの中から希望日を選び、はがきを添えて直接センターへ申込。▲概
ね1歳未満の親子、●概ね1歳以上の親子※場所は、衛生施設センター（東尾道）
野菜いっぱいのお好み焼きを作ります。概ね1歳か
らの親子

概ね1歳半からの子どもの心の育ちと関わり方のポイントにつ
いての話。講師：小川恵美さん（子ども発達支援センター保育
士）。子育て中の保護者および子育てに関心のある人（託児あり）
①子どもとのあそび、生活について（概ね１歳までのお子
さんの保護者）②子どものかんしゃくについて（概ね１歳
以上のお子さんの保護者）※託児あり（マイコップ持参）
タッチケア・ふれあいあそび・絵本の読み語り・ケガ
や病気、離乳食などの話など（パパの参加も可）全日
程参加できる親子

（☎0848-37-2409）月～金曜日（祝日除く）9：00～17：00おのみち子育て支援センター

いんのしま子育て支援センター（☎0845-22-1545）月～金曜日(祝日除く）9：00～12：00、13：00～16：00

相
談

子
育
て
支
援
講
座

子
育
て
支
援
講
座

相
談

先着各7人
（①・②）

2／14
まで

２／２
９：30～

２／15
９：30～

２／１
９：30～

２／１
９：30～

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。講師：村上清美さん

抽選
各20組

※育児相談・オープンスペースなど随時実施しています。詳しくは子育て支援課ホームページをご覧ください。

講演会（乳幼児の子育て
大切にしたいポイント）

Q
A

Q
A

Q
A
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　平成18年４月に“高齢者虐待防
止法”が施行され、深刻な状態にな
る前の早期に虐待を発見し、介護
する家族の負担を軽減する目的
で、虐待に気付いた人は速やかに
市へ通報するように努めなければ
ならないと定められました。
　尾道市での平成21年度の高齢者
虐待の相談・通報延べ件数は167件
で、年々増加しています。実件数は65件で、地域包括支援
センターが虐待防止のため、虐待を受けた高齢者と介護
している家族への支援に取り組んでいます。
◎虐待を受けた人の7割が
　後期高齢者の75歳以上です。
　高齢になり、認知症状が出て介護負担が増えるほど、
虐待のリスクは高くなります。
◎虐待を受けた高齢者と虐待をしてしまった人の続柄
は、息子が一番多く、次いで夫、娘、嫁の順でした。

　健康問題や経済的問題を抱え
る家族、特に息子による高齢者
虐待が増えている状況は、全国
的な傾向と同じです。
◎相談・通報の約６割が介護保険
関係機関によるものですが、民生
委員や近隣住民からの相談も約1
割を占めています。介護保険関係
機関との接点がない高齢者の場

合、発見が遅れることもありますので、地域の皆さんの
ちょっとした気付きが虐待を防ぐ大きな力となります。
　誰もが、いずれは高齢者になります。高齢者虐待の問
題は決して他人事ではありません。虐待を受けている高
齢者はもちろん、介護者の置かれている立場や環境を理
解することが、虐待を未然に防ぐ第一歩となります。
　地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口で
す。介護の悩み、お困りのこと、虐待等、気軽にご相談く
ださい。

身体的虐待
49％

経済的虐待
9％

経済的虐待
9％

介護の放棄
7％

介護の放棄
7％

自立2％自立2％
不明2％不明2％

心理的虐待
35％

心理的虐待
35％

要介護
54％未申請

25％
未申請
25％

要支援
17％
要支援
17％

　尾道市地域包括支援センター（☎0848-20-7371）

　秘書広報課広報広聴係（☎0848-25-7377）

虐待の種類別状況 要介護認定は？

　市が行う事業や催しなどを、尾道ケーブルテレビ（9チャンネル）と、尾道エ
フエム放送（周波数79.4ＭＨz）で、次のとおりリピート放映（送）しています。

※市ホームページでインターネット配信も行っています。

月曜日
火・木曜日
水・金曜日
土曜日
日曜日

６：50～、９：50～、11：50～、17：30～、18：50～、20：50～
６：50～、９：50～、11：50～、18：50～、20：50～、22：50～
６：50～、９：50～、11：50～、12：50～、18：50～、20：50～
６：50～、９：50～、11：50～、12：50～、19：30～
７：30～、10：30～、12：30～、19：30～

月～金曜日
土曜日
日曜日

７：50～、11：15～、18：50～
９：50～、19：00～
９：50～、18：00～

■市政情報ラジオ番組「インフォメーションおのみち」（７分間）

月～金曜日
土曜日
日曜日

10：00～、13：00～
 ７：55～、13：55～
 ７：55～、９：45～

■生活情報ラジオ番組「おのみちライフ」（５分間）

■市政情報テレビ番組「ピックアップ情報おのみち」（８分間）

エフエムおのみち放送
エリアが拡大しました
　エフエムおのみちは、平成11年、尾道市
と民間企業などが共同出資して設立した
第三セクターのコミュニティラジオです。
　平成22年12月１日、送信設備場所の変
更により、放送エリアが拡大し、新たに因
島北部や瀬戸田北部の一部地域でもお聴
きいただけるようになりました。
　エフエムおのみちはＦＭ79.4ＭＨｚで
ニュースや天気、行政情報、防災、暮らし、
イベントなど地域に密着した情報をお届
けしています。ぜひお聴きください。
（ただし、エリア内であっても地形やビル
陰等により電波が遮られる場合など、聴取
が難しいことがあります。）
　尾道エフエム放送㈱（☎0848-20-0794）

地域で防ごう
シリー

ズ

高齢者虐待②高齢者虐待②

市政情報をテレビとラジオで市政情報をテレビとラジオで

高齢者虐待は誰にでも起こり得る
身近な問題です
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■工事による運休
　１月31日㈪～２月９日㈬は、新しい客車への交換工
事期間となりますので、運休します。２月10日㈭のみ、
通常運行は10：00からとなります。
■旧客車の最終日の運行
　現在の客車が約30年に及ぶ任務を終えることにな
りました。１月30日㈰17：15便が旧客車での最終運行
となります。
※最終便乗車希望者へは、混雑を避けるため、当日の
15：00から山頂駅・山麓駅で整理券を配布します。山
頂駅・山麓駅ともに最終便への乗車は、整理券をお
持ちの人に限らせていただきます。
■千光寺山ロープウェイ新車の試乗＆撮影会参加募集
　２月10日㈭の千光寺山ロープウェイの客車（かもめ
号、さくら号）のリニューアルに際し、試乗＆撮影会を
行います。当日は、新しい客車の写真や、客車から見る
尾道水道の景色を自由に撮影できます。また、新しい
客車のデザインをしたフリーデザイナーの安武さん
によるコンセプト説明なども予定しています。

　さらに、リニューアルを記念し
て、こもん、プティ・アノン、グリ
ル展望から、当日限定のお得なメ
ニューを特別価格で提供いただ
けます。
日時　２月10日㈭
　　　８：30～９：30
定員　100人程度
　（応募者多数の場合は抽選）
応募方法　１月28日㈮までに、観光課、ロープウェイ乗り
場にある応募用紙に記入のうえ、郵送または持参（必着）

※詳しくは応募用紙に記載していますのでご確認くださ
い。応募用紙は市ホームページからもダウンロード可。
※当選者には、文書にて通知します。
■旧客車のパーツについて
　旧客車（２器）は、処分予定ですが、車内に設置してある各種
プレート等の取り外し可能なパーツは、希望者にお譲りしま
す。希望者は、２月８日㈫13：00～17：00の間に千光寺公園グラ
ウンド（芝生広場）へお越しください。先着順になります。
　　観光課施設係（☎0848-25-7185）
　http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/shinchaku/ropewaylast.html
　　

千光寺山ロープウェイがリニューアルします千光寺山ロープウェイがリニューアルします

　尾道港祭協会では、尾道の魅力を多くの人に紹介し
たい「ミス尾道」を募集します。
募集人員　２人
活動内容　市内外で開催するイベント・キャンペーン
やテレビ・ラジオ等でのPR活動およびアシスタン
ト。その他尾道の観光に関すること
任期　第68回尾道みなと祭（４月30日・５月１日）から
来年の尾道みなと祭までの期間
応募資格　◎４月１日現在で18歳以上の女性（高校生
を除く）で、尾道市内に居住または勤務・在学してい
る人◎平日も含む年間30回程度の活動に従事でき、
勤務・学業に支障のない人（就業者は必ず勤務先の
了承を得てください。）◎モデル等の専属契約をし
ていない人。また、他のミスやキャンペーンレディ
として活動していない人
待遇　◎制服（帽子、スーツ、靴等）を支給◎１回（１
日）の仕事につき、8,000円の報酬を支給◎任期終了
後、謝礼として15万円分の商品券または旅行券を進

呈◎記念品（尾道市・尾道市
議会・尾道商工会議所・㈳尾
道観光協会）を進呈
応募方法　２月10日㈭までに、
所定の応募用紙に必要事項
を記入し、写真を添付して持
参または郵送（必着）

※応募用紙は尾道港祭協会事務局（観光課内）等で配
布のほか、尾道みなと祭公式ホームページからもダ
ウンロード可
選考　一次／２月15日㈫書類選考、二次／３月６日㈰
平服による面接（非公開）
その他　◎二次選考会出席者と、選任された2011ミス
尾道の推薦者に記念品を進呈◎書類記載内容に偽
りがあった場合は、選任後でも決定を取り消す場合
があります。◎提出された個人情報は、本事業の目
的以外では使用しません。
　　〒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）
　http://www.onomichi-matsuri.jp/

「2011ミス尾道」募集「2011ミス尾道」募集

2010ミス尾道
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申請方法　

申請期限
　教育指導課（☎0848-20-7474）

援助を希望する人は、学校または教育委員会にある「就学援助費申請書」を学校へ提出してください。
※生活保護を受けている人は、必ず申請してください。
在校生：３月18日㈮　新入生：４月11日㈪　※中途申請も随時受け付けています。

日時　２月24日㈭19：00～20：30（18：30開場）
場所　しまなみ交流館ホール
講師　藤原和博さん
定員　690人（申込不要）
　生涯学習課生涯学習係（☎0848-20-7444）

日時　１月29日㈯10：00開会 
※雨天の場合は１月30日㈰
場所　尾道南高校
内容　オープニングセレモニー、影

絵劇、自然体験・人権・体験的
活動総合展、うまいもの市 

　尾道南高校
　（☎0848-37-4945）

　尾道市では、市立の小・中学校に在学（入学）する児童生徒に、家庭の事情に応じ
て、学用品費、給食費、修学旅行費などを援助する制度を設けています。

生活保護を受けている人
生活保護が停止や廃止になった人
市民税が非課税の人
市民税が減免された人
個人事業税が減免された人
固定資産税が減免された人（家屋新築による減免は除く）
国民年金の掛け金が免除された人
国民健康保険料が減免または徴収猶予された人
児童扶養手当を受けている人（児童手当または特別児童扶養手当は除く）
生活福祉資金の貸し付けを受けている人（旧世帯更生資金）
雇用保険の失業給付を受けている人

経済的に困っている人

（必要ありません）
（必要ありません）
市・県民税課税台帳記載事項証明書
市・県民税額変更通知書の写
個人事業税減免通知書の写
固定資産税賦課決定減額通知書の写
国民年金保険料免除申請承認通知書の写
国民健康保険料減免申請に伴う決定書の写
児童扶養手当証書の写
生活福祉資金貸付決定通知書の写
雇用保険受給資格者証の写
平成22年分給与所得の源泉徴収票、平成22年分確定申告書の
（控）など所得を証明するもの（世帯の中で学生を除く就労可
能な年齢（16歳以上）の人は、収入の有無に関わらず所得を証
明する書類の添付が必要です。源泉徴収票または確定申告書
（控）の添付ができない場合は、平成22年度（平成21年分）市・
県民税課税台帳記載事項証明書を添付してください。）

（金額は平成22年度の年額）

援助を受けることができる人

区　　分 学用品費等

申　請　理　由 証　明　書　類

学校給食費 修学旅行費 校外活動費 通学費 医療費新 入 学
学用品費

小学校 １年
２～６年
１年

２・３年

12,610円
14,780円
23,880円
26,050円

19,900円
̶

22,900円
̶

中学校

実　費

実　費

実　費

実　費

実　費

実　費

実　費

実　費

限度あり

限度あり

※生活保護を受けている人は、修学旅行費および医療費のみが対象となります。

　 　 つなげよう！学校と地域社会
～子どもたちの未来を拓くために～
　 　 つなげよう！学校と地域社会
～子どもたちの未来を拓くために～

第33回南高祭第33回南高祭講演会

【講師プロフィール】平成15年４月から、都内では義務教育初の民間人校長と
して杉並区立和田中学校校長を務める。進学塾と連携した夜間塾「夜スペ」等
に取り組み話題に。国が和田中学校をモデルとした「学校支援地域本部」を全
国展開するのにあわせ、平成20年４月からは校長を退職して全国行脚へ。現
在、橋下大阪府知事特別顧問。
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消費生活 ファイル消費生活 ファイル相談相談 訪問した販売員から
新聞を契約してしまった

≪相談内容≫
　３日前に、新聞の勧誘員が来て新聞を勧誘された。断って
も、なかなか帰らなかったので仕方なく、新聞を６カ月分契
約した。新聞は今購読しているものが読みやすいので、やは
り必要ない。クーリング・オフできないか。
≪アドバイス≫
　訪問販売にあたりますので、契約書面を受け取ってか
ら８日以内であればクーリング・オフができます。新聞販
売所に書面を送るよう伝えました。
　新聞の契約に関するトラブルもあります。特に新生活を
始める人は要注意です。中には「新聞の勧誘」と言わずに
「宅配便」など別のことを言ってドアを開けさせて，新聞の
勧誘をするケースもあります。また、洗剤など景品で関心
を持たせて契約させるケースもあります。
　「宅配便」などの言葉につい反射的にドアを開けてしま
いがちですが，開ける前にひと呼吸おいて訪問者は誰な
のか確認することが大事です。
　クーリング・オフの場合は、もらった景品も返す必要が

あります。ただ、注意が必要なのは「６カ月」や「１年」な
どと期間を決めて結んだ新聞購読契約は、クーリング・オ
フ期間が過ぎると転居などの正当な理由を除き、自分の
都合で一方的に解約できなくなり、解約料が生じる場合
もあります。契約する場合、期間をよく確認し（販売員に
印鑑を渡すのは禁物）、長期の契約は避けましょう。
　なお、景品にも上限額があります。（取引価額の8％また
は6カ月分の購読料金の8％のいずれか低い金額までの範
囲。例：1カ月3千円の新聞を6カ月間契約した場合の上限
は1,440円）後々トラブルになりますので、景品はもらい
過ぎないように注意しましょう。
■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）

　尾道地域で就職を希望する人、優秀な人材の確保をめ
ざしている事業者の皆さんは、ぜひご参加ください。
日時　２月22日㈫13：30～16：00（セミナー開始12：30～）
場所　びんご運動公園健康スポーツセンター
対象　すべての就職希望者［大学等新卒予定者・一般求
職者（パートを含む）など］
内容　求職者と採用担当者との求人説明会、就職に関
する各種相談コーナー、就活応援セミナー
申込方法　求職者は不要。事業所は１月28日㈮までに要申込
参加費　無料
※詳しくは、協議会ホームページをご確認ください。
　　尾道市ふる里就職促進協議会事務局
　（商工課内　☎0848-25-7182）

日時　２月18日㈮13：00～16：00（受付12：30～）
場所　公会堂別館
対象　平成23年春新卒予定者、既卒者（平成20年３月以
降卒業した人）
申込方法　事業所は１月28日㈮までに要申込
　尾道市ふる里就職促進協議会事務局（☎0848-25-7182）
　ハローワーク尾道（☎0848-23-8609）

尾道地域企業合同求人説明会
～福祉の職場説明会（尾道会場）も同時開催～
尾道地域企業合同求人説明会
～福祉の職場説明会（尾道会場）も同時開催～

緊急面接会緊急面接会

◆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）
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（☎0848-25-7182）
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（☎0845-26-6212）
◆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）

※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
①第１・２・３火曜日
　18：00～19：50（尾道）
②第４水曜日
　17：40～19：30（因島）

月～金曜日
８：30～17：15
（祝日を除く）

１月26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）

(☎0848-76-2888）
■常設展Ⅲ
◇開催中、３月27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

(☎0848-20-1218）

■アイズピリ～具象画家のまなざし～　◇開催中、３月13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㈰まで
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）

■尾道大学大学院美術研究科進級制作展
◇１月22日㈯～２月６日㈰　観覧料　無料

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）

(☎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）

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）

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　火・水曜日（祝日は開館）

■収蔵名品展～併設特別展　生誕110年夭折の画家片山牧羊～
◇開催中、１月30日㈰まで
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

おのみち市民大学 親子講座－映画上映－

日にち　２月26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　10：00～11：40
第２回　13：00～14：40
第３回　15：30～17：10　
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（１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

(☎0848-20-0400）

■おのみち「てっぱん」パネル展　　
◇開催中、３月30日㈬まで　観覧料　無料

時　間　10：00～18：00
休館日　期間中は無休

音楽によるまちづくり

　ピアノ、ヴァイオリン、金管
五重奏の多彩なプログラム
と、絵本の朗読と音楽を組み
合わせた「音楽絵本」など、子
どもから大人まで楽しめるコ
ンサートです。
日時　２月６日㈰14：00開演
　　　（13：30開場）
場所　しまなみ交流館
入場料　一般2,000円、18歳以下・

大学生等1,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。
出演者　ピアノ：中川賢一、ヴァイオリン：小野明子
（伴奏：西脇千花）、バズ・ファイブ（金管五重奏）
プログラム　ラヴェル:亡き王女のためのパヴァーヌ、
リムスキー=コルサコフ：歌劇「ムラダ」より貴族た
ちの行列、サラサーテ：チゴイネルワイゼンほか

チケット販売　【尾道】マスハラ楽器、啓文社福屋ブッ
クセンター・新浜各店、大沢レコード
　しまなみ交流館（☎0848-25-4073）

ガラ・コンサートガラ・コンサート

尾道商業会議所記念館尾道商業会議所記念館

シュレック フォーエバー

©Shrek Forever After（TM）&©2010 DreamWorks Animation LLC.
All Rights Reserved.  

※３Dでは
ありません。（ ）
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尾道市内の交通事故（12月20日現在） ２月の交通事故統計情報

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

着信は 自転車降りて 折り返し 2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
１ 日（火）
９ 日（水）
21日（月）
22日（火）
28日（月）

みつぎいこい会館
因島総合支所
向島支所
瀬戸田支所
尾道市役所

行政相談
国や特殊法人に対する意見、要望
1 日（火）
3 日（木）
14日（月）
18日（金）

みつぎいこい会館
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１月18日から。先着順）
2 日（水）
7 日（月）
10日（木）

向島支所
尾道市役所
因島総合支所

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
8 日（火）
16日（水）
17日（木）
21日（月）

向島支所
因島総合支所
瀬戸田支所
尾道市役所

表紙は、尾道大学生がデザインしています。

納期限＝１/31㈪
今月の納税等

市県民税
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）
◇２月10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）

消防団員募集消防団員募集
「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（☎0848-55-9122）

平成23年5月31日までに設置してください平成23年5月31日までに設置してください
消防局予防課予防係（☎0848-55-9123）

登記相談

９日（水）因島総合支所
※法務局職員が対応

土地・建物の登記、会社の登記

設置
しましたか？設置
しましたか？ 住宅

用火災警報器住宅
用火災警報器

23日㈬

16日㈬

明けましておめでとうございます。
今年は卯年、干支グッズが可愛いので表紙もそんな
趣向です。
今年も広報おのみちの表紙は尾道大学生が担当します。
温かく見守っていただけたら幸いです。 尾道大学美術学科

デザインコース４年
稲垣　麻実

梅と兎

656
641

５
8

772
774
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