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尾道市立大学市民公開講座 －学問への招待－
教養講座（経済情報学部）

文化財文化財道の尾

　御調町平の釈迦堂にある木造釈迦如来坐像は、室町時代初期に
製作され、その後、享保６年（1721）に修理された記録が残っていま
す。仏像の高さは87㎝で、釈迦如来坐像としては大型です。
　御調町平・中原・岩根・大町振興区の共同所有であり、このたび、
市の補助を受けて300年ぶりの修理を行いました。地域全体で地域
の宝を守っていこうと意欲的に取り組んでいます。

　今年度は、経済活性化、子どもの発育・発達、地球環境、金融・貿易問題など、最近のニュースでよく聞く話題を扱いま
す。大震災から 1年が経ち、社会の見方が変わった今だからこそ、これらの内容をともに考えていきましょう。
　専門の研究者がわかりやすく解説します。

●講座内容　　共通テーマ「震災から１年：今だから理解しておきたい社会のしくみ」

５月16日㈬
◎経済効果とは何だろうか？
井本　伸（准教授／担当：マクロ経済学）
新聞などで「○○が与える経済効果は○億円」という
のを目にしたことがあると思います。この「経済効果」
について解説します。

５月23日㈬
◎地球環境を考える
高木卓司（教授／担当：物理科学入門・地球と宇宙・教養数学）
ごみ問題を科学の眼を通して考えたいと思います。ま
た、地球環境と宇宙の関わりについての話題にも触れ
たいと思います。

５月30日㈬
◎地域貿易協定（Regional Trade Agreement）
について

髙内一宏（講師／担当：国際経済学・経済政策など）
近年ますます活発化している地域貿易協定の形成に
ついて主要なトピックスをおさえながら概説します。

６月６日㈬ 
◎知っておきたい子どものからだ・体力
藤岩秀樹（准教授／担当：健康スポーツ学など）
最近の子どものからだ・体力の現状について、最新の
データをもとにわかりやすく解説します。

６月13日㈬
◎金融オプションの基本的仕組み
河野　洋（准教授／担当：経済成長論など）
危険を回避しながら利潤を高めるために、いろいろな金
融手段があります。その中で代表的なオプションについ
て、簡単に紹介します。

【今が旬の文化財】9

尾道市重要文化財　木造釈迦如来坐像（昭和49年11月28日指定）

■問文化振興課（☎0848-25-7312）

【共通事項】
時間　18：30～20：00（申込不要・無料）
場所　しまなみ交流館 2階大会議室
定員　約70人
■問尾道市立大学附属図書館（☎0848- 22- 8311）
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幼稚園・保育所（園）で働きませんか幼稚園・保育所（園）で働きませんか
臨時職員（幼稚園教諭・保育士）の登録者募集

今年度、運転資金の融資期間を7年以内に延長しました

融資制度の種類 （平成24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

設備資金

普通貸付

小口貸付

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

短期年2.2％以下
　　（1.8％）以下
長期年2.5％以下
　　（2.1％）以下
年　　2.5％以下
　　（2.1％）以下

10年以内
（内据置１年以内）

７年以内
（内据置６カ月以内）

７年以内
（内据置６カ月以内）

会社・個人 1,500万円
事業協同組合等 1,800万円

会社・個人 2,500万円
事業協同組合等 2,800万円

会社・個人 500万円
 

市の中小企業融資制度中小企業者の皆さん
有利な制度をご利用ください！

●賃金額（平成24年４月から）
　担任：時給1,160円、非担任：時給1,060円
※賃金額等は、制度改正等により変更する場合があります。
●社会保険等
　　任用期間、勤務時間等によっては、健康保険、厚
生年金保険、雇用保険に加入します。災害補償制度
も適用されます。
●応募資格（年齢制限なし）
　幼稚園教諭：教育教員免許法による幼稚園教諭免
　　　　　　許を有する人

　保育士：児童福祉法による保育士資格を有する人

●勤務場所
　市内の公立幼稚園、保育所、認定こども園
※任用期間は勤務場所により異なりますので、お問い
合わせください。
※詳しくは市ホームページをご覧ください。
　主事（一般事務）等の他職種も、引き続き登録者を募
　集しています。
■申■問〒722-8501　尾道市久保一丁目15-1
　幼稚園教諭：教育総務部庶務課（☎0848-20-7470）
　保育士：子育て支援課（☎0848-25-7114）

　登録を希望する人は、市ホームページ掲載の「臨時職員登録申込書」か市販の履歴書に必要事
項を記載し、持参か郵送で提出してください。登録した人の中から、登録内容・面接などによる選
考のうえ、臨時職員として採用します。※登録者全員が採用されるということではありません。

対象　市内に事業所を有し、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・事業協同組合等
●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（所定の料率 0.45％～
1.9％が0.32％～1.0％となります。）を設定しています。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。

○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　取扱金融機関または広島県信用保証協会所定の方法による。
■申■問商工課（☎0848-25-7182）、市中金融機関、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）
　尾道しまなみ商工会御調支所（☎0848-76-0282）、尾道しまなみ商工会瀬戸田支所（☎0845-27-2008）
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消費生活 ファイル消費生活 ファイル相談相談 脱毛エステで皮膚の一部が赤くはれた

≪相談内容≫
　脱毛エステを受けたら、皮膚の一部が赤くはれてし
まった。光を12回あてる施術契約で、今回10回目だっ
た。過去９回は特に問題なかった。どうすればよいだ
ろうか。（40歳代、女性）
≪アドバイス≫
　少しでも異常を感じたら、すぐに施術をやめましょ
う。エステ店に状態を伝え、返答を聞いたうえで、どう
するか判断するとよいでしょう。医療機関を受診し、
診断書を作成してもらっておきましょう。
　脱毛エステは、これから夏にかけてニーズが高まり
ます。エステや美容医療サービスを選ぶ際に、キャン
ペーンや割引情報で決める人の割合が多くなってい
ます。しかし、美しくなりたいと思って受けた脱毛エ
ステで危害などを受けるのでは何にもなりません。傷
が治りにくい、アレルギーがあるなど、自分の体質も
よく考えて施術を受けるかどうか判断しましょう。ま

た、医師免許を持っていない人がレーザー光線やその
他の強力なエネルギーのある光線を使って脱毛やしみ
取りの施術をしたり、ケミカルピーリング等を行った
りすると、医師法に違反する恐れがあります。施術内容
や施術者の資格については、十分確認しましょう。

■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）
　■問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）

安全・安心、新たなステージへ～5月は消費者月間です～
　高齢消費者を中心に、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、被害防止に努めましょう。
 

　安全で安心して暮らすことのできる社会は、みんなの願い
です。罪を犯した人も裁判を終え、処分を受ければ社会に戻っ
てきます。更生保護は、罪を償い、再出発する人たちの立ち直り
を支え、導き、再び犯罪や非行に陥るのを防ぐ仕組みです。
　保護司は、罪を犯した人たちの立ち直りを地域で支えるボ
ランティアです。保護観察官と協働して保護観察や生活環境
の調整を行ったり、地域の関係機関などと連携して犯罪の予
防に取り組んだりしています。
　地域の皆さんによって支えられている更生保護。青少年の
非行を防ぎ、犯罪のない社会のために、私たち一人ひとりがで
きることを考えていきましょう。
■問社会福祉課（☎0848-25-7123）

東日本大震災
■災害支援専用ダイヤル　☎0848-25-7465
　被災された皆様および被災者支援にご協力いただける皆様から
のご相談をお受けしています。（土・日・祝日を除く 8：30～17：15）
■義援金の受付を行っています
　尾道市では、市役所総務課・各支所で被災した地域に対する
義援金の受付を行っています。
■問総務課（☎0848-25-7216）

◆一日若者しごと館
場　所　市役所分庁舎（本庁舎向かい）
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。
■申■問商工課（☎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）
■申■問商工課（☎0848-25-7182）
②場所　因島総合支所
■申■問因島総合支所しまおこし課（☎0845- 26- 6212）

◆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
■問ハローワーク尾道（☎0848-23-8609）

◆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（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
■問ハローワーク尾道（☎0848-23-8609）

就職応援します更生保護についてご存知ですか

5／17㈭
6／７㈭・21㈭
12：30～16：30

5／16㈬
10：00～15：00

①５／17㈭
　６／７㈭・21㈭
　18：00～20：00
　（尾道）
②６／12㈫
　16：40～19：30
　（因島）
　（祝日を除く）

開催日時など
詳しくはお問い
合わせください。
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●市立美術館（☎0848-23-2281）●

●平山郁夫美術館（☎0845-27-3800）●

みつぎ映画まつり

市立美術館
☎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）

■第56回尾道市美術展
◇前期：6月 2日㈯～10日㈰／日本画、洋画、彫刻、デザイン
◇後期：6月16日㈯～24日㈰／書[漢字・仮名]、写真、工芸
観覧料　無料

圓鍔勝三彫刻美術館
☎0848-76-2888

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）

■常設展Ⅰ　◇開催中、6月24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

平山郁夫美術館
☎0845-27-3800

時　間　 9：00～17：00（入館は17：00まで）
休館日　無休

■夏の展示　海のシルクロードと瀬戸内の文化
◇ 5月22日㈫～ 9月21日㈮
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）

尾道市立大学美術館
☎0848-20-7831

時　間　10：00～18：00
休館日　火・水曜日（祝日は開館）

■尾道市立大学大学院美術研究科　進級作品展
◇ 5月26日㈯～ 6月17日㈰　観覧料　無料
●ギャラリートーク　◇ 6月 3日㈰14：00～

なかた美術館
☎0848-20-1218

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）

■Flowers 花たちの肖像　15周年記念なかた美術館コレクション
◇開催中、7月 1日㈰まで
観覧料　一般500円、中学・高校生100円、小学生以下無料

本因坊秀策囲碁記念館
☎0845-24-3715  

時　間　10：00～17：00（入館は16：30まで）
休館日　火曜日（祝日は開館）

■呉清源先生ゆかりの碁盤展示中
観覧料　大人 300円、中学生以下無料

おのみち歴史博物館
☎0848-37-6555  

時　間　10：00～18：00（入館は17：30まで）
休館日　火曜日（祝日の場合は翌日）

■所蔵品展Ⅰ　◇開催中、7月16日㈷まで
観覧料　一般 200円、共通500円（映画資料館も観覧可）、中学生以下無料

耕三寺博物館
☎0845-27-0800

時　間　 9：00～17：00（入館は16：30まで）
休館日　無休

■第61回館蔵品展松野自得俳画展（附　近代俳句の人々）
◇開催中、7月 8日㈰まで
観覧料　大人 1,200円、高校生 700円、中学生以下無料

尾道商業会議所記念館
☎0848-20-0400

時　間　10：00～18：00
休館日　木曜日

■海フェスタおのみち開催記念　海事都市尾道企画展
　「海と暮らす尾道の人々…（渡船の今昔）」
◇開催中、8月 8日㈬まで　観覧料　無料
●物産市（広場）◇土曜10：00～14：00（休みの場合もあります。）

週末のひとときを大画面の映画でお楽しみください

■燻蒸のため休館します 
　館内燻蒸のため、5月24日㈭～28日㈪は休館します。

■美術館セミナー「日本画に挑戦！“たらし込み技
法”で花を描く」（要申込）
日時　 5月14日㈪19：00～20：00　講師　成瀬智美
参加費　1,000円（入館料・飲物付）
持参物　絵を描くための筆（絵の具は用意します。）
■館長ギャラリートーク（出展作品の解説）
日時　 5月27日㈰14：00～　講師　平山助成（館長）
■第１回キャラバン講座
日時　 6月 2日㈯13：30～15：00
場所　しまなみ交流館大会議室
演題　平山郁夫絵画の原点
　　　～大伯父・清水南山から教えられたもの～
講師　平山助成　　参加費　200円（資料代）
■第３回平山郁夫追悼コンサート
　日中国交正常化40周年記念
 　「崔岩光（サイ・イエングアン）コンサート」
日時　 6月 9日㈯14：00～16：00
場所　ベル・カントホール
内容　絵と音楽、世界の名曲とオペラアリア
出演　崔岩光（オペラ歌手）
　　　宮田亮平（東京藝術大学学長）
　　　平山美知子（平山郁夫シルクロード美術館館長）
　　　加藤亜祐美（ピアノ伴奏）
チケット　一般：指定席 3,000円、自由席 2,000円

上映作品　悪名
　　　　　（勝新太郎主演）
上 映 日　５月19日㈯
上映時間　①10：30～②13：30～
場　　所　御調文化会館大ホール
料　　金　一人1,000円（大人・子ども同額）
■問文化施設課（☎0848-25-4073）
　御調支所まちおこし課（☎0848-76-2111）

あくみょう
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■常設展Ⅰ　◇開催中、6月24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

6月 相談案内相談案内
相談時間/13：00～16：00

※弁護士相談（尾道市役所）は13：00～15：00

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㈮
12日㈫
13日㈬
18日㈪
26日㈫

尾道市役所
みつぎいこい会館
因島総合支所
向島支所
瀬戸田支所

行政相談
国や特殊法人に対する意見、要望

7日㈭
8日㈮
11日㈪
12日㈫

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

※人権擁護委員が対応

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）
4日㈪
6日㈬
14日㈭
15日㈮

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

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

12日㈫
18日㈪
20日㈬
21日㈭

向島支所
尾道市役所
因島総合支所
瀬戸田支所

表紙は、尾道市立大学生がデザインしています。

登記相談

13日㈬ 因島総合支所

　■申■問秘書広報課広報広聴係
　　（☎0848-25-7395）

　ポンポン船はその名の通り蒸気をポンポンふか
して動く船のこと。
　かつて尾道旧市街と向島をつないでくれた元祖
渡船です。
　「おかえり」「ただいま」「いってきます」「いってらっ
しゃい」を
　いくつくらい繰り返したのかな。　　　

尾道市立大学美術研究科2年
デザイン専攻
坂本実央　　　

ポンポン船、向島二到着ス　　　

土地・建物の登記、会社の登記　18歳以上60歳未満で、市内在住で勤務してい
る人であれば入団できます。
　最近では、女性の参加も増えています。消防団
の活動を通じた絆は強いものがあります。
　充実した生活を送りたい人、これから何か始めたい人、地域に貢献したい人、
皆さんの入団をお待ちしています。
■申■問地元消防団、消防局警防課（☎0848-55-9122）

※法務局職員が対応

今月の納税等
納期限＝5/31㈭

固 定 資 産 税
都 市 計 画 税
軽 自 動 車 税

6月の交通事故統計情報

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
29日㈮

26日㈫

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
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

場所　本庁市民課、因島総合支所市民生活課
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。）

■■問市民課（☎0848-25-7102）
　因島総合支所市民生活課（☎0845-26-6208）

消防団員募集消防団員募集

尾道市内の交通事故（4月22日現在）

平成24年

件数 死者 負傷者

昨　　年

車にも 乗せようマナーと 思いやり

2
1

217
235

180
188


