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長者原スポーツセンター行事案内
（☎0848−48−5677）

4 月15日（日）
平成24年度広島県高等学校体育連盟尾三地区支部総
合体育バドミントン競技大会兼広島県高等学校総合体
育バドミントン個人戦尾三地区予選会

22日（日） 2012尾道男子9人制バレー春季トーナメント大会
30日（月） ダンシングギャラクシー広島ダンス競技大会

5 月 3 日（祝） 誠カップ〜 5日
6 日（日） 平成24年度尾三地区リーグ戦女子の部開幕戦（バレーボール）

12日（土） 尾道市中体連春季総合体育大会卓球の部
13日（日） 第18回尾道ライフソフトバレーボール交流会

県立びんご運動公園行事案内
（☎0848−48−5446） http://www.bingo-undoukouen.jp/

4 月15日（日）

尾道家庭婦人バレーボール大会上期リーグ戦1日目
尾三地区少年サッカー連盟評議会
平成24年度春季広島県高等学校野球大会、21日
広島県東部サッカーリーグ
第15回びんご地区社会人リーグ、29日、5月13日

 21日（土）
中国地区小学生バドミントン大会
広島県高等学校ソフトテニス春季選手権大会兼第
65回広島県知事杯大会〜 22日

22日（日）
第20回尾道オープンバドミントン大会／東部月例稽古会
第14回広島県春季アーチェリー大会兼第49回中四国
チャンピオンシップ大会

25日（水）
びんご遊悠テニスクラブ月例テニス大会
高知県シニアテニス連盟VSびんご遊悠テニスクラ
ブ対抗戦〜26日

28日（土）
尾三地区高等学校総合体育大会バスケットボールの部

（〜 29日、5月6日）・ソフトテニス競技の部（〜 29日）
クラブユース選手権大会U-15予選リーグ〜 29日

29日（祝） 平成24年度広島県ソフトバレーボール連盟審判
伝達講習会

30日（月）
広島県ミニテニス大会／広島県医師テニス大会
三原ベアーズ親善交流大会
第15回びんご地区ジュニアユースリーグU-15

5 月 3 日（祝）
誠カップ〜 5日／第6回しまなみ交流招待試合〜 6日
第83回県知事杯広島県テニス選手権大会〜 6日
第7回びんご地区ジュニアユースリーグU-14 〜 5日

6 日（日） ダンスパーティー大会／尾道ラグビースクール開校式

11日（金） 第63回広島県看護学生スポーツ交流会兼第29回
東部地区大会

12日（土）

平成24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〜 13日
第67回国民体育大会兼第36回全国都市対抗広島県予
選第12回日本スポーツマスターズ広島県予選〜 14日
尾道市中学校春季大会〜 13日
全日本少年サッカー大会東部予選大会

※行事案内は予定のため、変更・中止されることがあります。

日時　 5 月 6 日〜 6 月24日の日曜
　　　10：00〜12：00、13：00〜15：00（荒天中止）
場所　瀬戸田サンセットビーチ
●海洋スポーツ教室（要事前申込・当日申込不可）
対象　小学 4 年生以上［定員：各回10人］　
内容　カヌー、ヨット、ウィンドサーフィンの操艇体験
参加費　 1 日500円（保険料込）
●海洋スポーツ指導者講習会（要申込）
対象　高校生以上［定員：10人］
※スポーツ安全保険加入1,850円が必要
内容　海洋スポーツの指導方法を習得

瀬戸田生口地区子ども会（中本  ☎090−1015−5742）

海洋スポーツ教室＆指導者講習会

日時　 5 月12日〜 7 月の土・日曜のうち 2 日間程度
場所　尾道マリン・ユース・センターなど
内容　日本赤十字社の救急法基礎講習・海上安全講

習【必修】（教材費1,500円）、マリンスポーツ体験
【自由選択（④のみ有料）】①スノーケル②パドル
（カヌー等）③セイル（ヨット等）④水上バイク

　［定員：40人、申込期限： 4 月27日（金）］
※受講者には認定証を授与。各種免許講習受講可（有料）

尾道海技学院（担当：中田　☎0848−37−8118）

マリンレジャー安全体験講習

日時　 5 月10日（木）からの月・木曜19：00〜
場所　長者原テニスコート（計 8 回、雨天順延）
対象　初心者・初級者50人　受講料　5,000円（ 8 回分）

尾道市テニス協会事務局（☎080−3894−4408）

尾道市テニス教室春季受講生募集

対　象　自力で歩ける人（市外の人も可）
定　員　先着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、資料代等を含む）
申込方法　 4 月23日（月）8：30〜16：00に公会堂ロビー

で申込
※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）

実施日 行き先 距離（約）

月
例
会（
毎
月
第
３
日
曜
日
）

5／20 開会式、おのみち散策 7㎞
6／17 安芸の里　郡山城跡散策 6㎞
8／19 さわやか早朝登山体操（千光寺） —
9／16 岩城島　積善山登山 10㎞・7㎞
10／21 古代山城　鬼ノ城散策 12㎞
11／18 鷲ケ頭山登山（大三島） 10㎞・5㎞
2／17 瀬戸内海国立公園 白滝山登山（三原市） 9㎞

3／17 福山市自然研修センター
福山ふれ愛ランド散策 8㎞

特
別

例
会 7／13〜16 志賀高原散策と上高地〜乗鞍散策 —

自
主
参
加

4／28〜29 第69回尾道みなと祭スタンプラリー —
5／27 花と潮風かおる尾道むかいしまウォーク 5〜15㎞
11／11 尾道市民健康まつり —

平成24年度

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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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（中高年）   絵手紙   折り紙
親子ダンス　音楽演奏　歌謡　空手
韓国に親しむ　着付け　健康体操
燻製　軽音楽　剣詩舞　詩吟　写真
子どもバレエ体操　ストレッチ体操
スポーツダンス　太極拳　大正琴
水彩画　銭太鼓　粘土の花と人形
中国語　バトン　ビーズワーク　
フォークダンス　舞踊   フラダンス
民謡･三味線　フラワーデザイン
民謡　ヨーガ　有酸素運動　料理

生花　絵手紙　音楽療法　歌謡
グランドゴルフ   健康体操   習字
三味線　銭太鼓　大正琴　舞踊
フラワーアレンジメント　民謡

囲碁　エアロビクス　押花　絵画
おじゃみ会　菓子・料理　歌謡
健康体操　コーラス　詩吟　女性会
さわやか体操　スポーツダンス
大正琴　中国語　手編物　民謡
手縫い・アートフラワー   パソコン
読書会（源氏物語）  フォークダンス
レクリエーションダンス

古文書を読む会　3B体操　書道
水墨画　煎茶　デンマーク手工芸
ハガキ絵　パッチワーク　舞踊　ヨガ

アートフラワー　編物　生花　歌謡
空手（少年）　健康体操　子育て
茶道　さわやか体操　ジャギーダンス
3B体操（子ども）　さわやか勉強会
詩吟　書道　水墨画　体力保持
トリム体操　たんぽぽの集い　陶芸
パソコン　フォークダンス　料理
ふれあいサロン

英会話　絵画　華道　歌謡　詩吟
刺し子　3Ｂ体操　水墨画　銭太鼓
社交ダンス　太極拳　大正琴　ヨガ
中国語　手編み　手描友禅　舞踊
日本語教室　民踊　フォークダンス
フラダンス　民謡･三味線　健康体操
和紙ちぎり絵　

生花　おやつ同好会　コーラス
介護予防体操　歌謡　茶道　手芸
社交ダンス　銭太鼓　トリム体操
習字（かな）　習字（ペン）　煎茶
太極拳　大正琴　則末生寿会
パッチワーク　ふれあいサロン
舞踊　民踊

　

歌謡

囲碁　歌謡　子育て

生花　健康体操　サロン　卓球
のびのび体操　パッチワーク
舞踊　フラダンス　文庫　民踊

生花　子育て　茶道　詩吟
パッチワーク　舞踊　民踊

折り紙

アートフラワー　生花　囲碁
生命の貯蓄体操　英会話（中高年）
ウクレレ・ギター　絵手紙　絵画
親子遊び　親子サークル　歌謡
空手（子ども）　子どもバレエ体操
子育て　子ども英会話　サロン
子どもお絵かき・工作　手芸　手話
3Ｂ体操（親子）　書道　スポーツダンス
煎茶　大正琴　手作りアート　舞踊
トリム体操　フラダンス　ヨーガ
ワークショップ心の森

アートフラワー　絵手紙　吹矢
子どもバレエ体操　トリム体操
水彩画　舞踊　ヨガ

囲碁　絵画　健康体操　手編み
コーラス　茶道　ふる里の文化史
パソコン　ヨガ・エアロビクス

生花　エアロビクス　おし花
折り紙　音楽教育　健康体操
3B体操　書道（かな）　書道漢字
歌謡   大正琴   ちぎり絵   ハガキ絵
手描友禅染　パッチワーク　舞踊
フラワーアレンジメント　民謡
フラワーデザイン　ヨガ　料理
レクリエーションダンス　社交ダンス

生花　陶芸　料理（男性）

絵手紙　歌謡　詩吟　パソコン
転倒予防体操　童謡　舞踊　料理
リサイクル洋裁

編物　生花　絵手紙　3B体操　歌謡
茶道　詩吟　習字　書道　大正琴
自力整体操　パソコン　チギリ絵
短歌　舞踊　民謡　フラダンス
民謡・三味線　洋画

囲碁・将棋　歌謡　カローリング
コーラス　古文書解読　茶道　詩吟
ジャザサイズ　銭太鼓　太極拳　
太鼓　竹細工　短歌　ダンス　謡曲

生花   絵手紙   鉦太鼓踊り  歌謡  手芸
コーラス　茶道（子ども）　3Ｂ体操
銭太鼓　大正琴　竹細工　パソコン

神楽   歌謡　コーラス　詩吟　大正琴
手芸・パッチワーク　パソコン　習字
料理

編物　うたと楽器　習字（ペン）
絵手紙　歌謡　南京玉すだれ
コーラス　大正琴　パソコン
フラダンス　ミュージックベル

編み物　生花　エアロビクス　歌謡
英会話　絵手紙　お手玉　折り紙
親子体育サークル　空手　傘踊り
着付け　木目込み人形　健康体操
コーラス　混声合唱団　三弦教室
ごましおクッキーズ　茶道（煎茶）
茶道（抹茶）　児童文学研究会　写真
3B体操　ペン習字　かな書道
吹奏楽　水墨画　手描友禅　大正琴
筝曲　短歌　中国語　日本画　洋画
籐工芸　スポーツダンス　トリム体操
チェアエクササイズ　トールペイント
長寿読書会　ハーモニカ　パソコン絵画
パッチワーク　子供バレエ体操　料理
フォークダンス　舞踊　フラダンス
フラワーアレンジメント　謡曲　洋裁
フラワーデザイン　洋菓子　ヨーガ
プリザーブドフラワー　和紙工芸・人形

ジュニアオーケストラ　舞踊
パッチワーク　ママサークル

歌謡

民踊

歌謡

歌謡　舞踊

生花　民踊

囲碁　絵画　健康体操　太極拳　
洋菓子　ヨーガ

※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

生花　絵画（水彩画）　合奏　韓国語
かるた（競技）　コーラス　3Ｂ体操
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   俳句
マジック　ラージ卓球　料理（男性）

生花　囲碁　栄養学級　絵手紙
お手玉体操　合唱　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
チェロ合奏　陶芸　日本画　舞踊
パソコン　ヨーガ　ラージ卓球
料理（男性）

生花　囲碁　歌声教室　花道　歌謡
おしゃべり会　軽運動　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　女性の会
書道　水墨画　銭太鼓　ラージ卓球
短歌　手描友禅　陶芸　日舞　俳句
南京玉すだれ　フォークダンス
フラダンス　太極拳　料理（男性高齢者）

生花　囲碁　絵手紙　踊り　歌謡
空手（少年）　かるた（百人一首）
ギターアンサンブル　健康体操
剣道　3Ｂ体操　詩吟　社交ダンス
写真　手芸　ジュニア新体操　書道
水彩画　水墨画　銭太鼓　大正琴
パン作り　フィットネス　舞踊
フラワーアレンジメント　ラージ卓球
プリザーブドフラワー　謡曲・仕舞
リズムダンス

合気道　生花　囲碁　絵手紙　歌謡
おし花　語りべの会　空手（少年）
社交ダンス　写真　手芸　太鼓
銭太鼓　太極拳　短歌　俳句　舞踊
フラダンス　ヨガ　ラージ卓球　
リズム体操

頭の体操（高齢者）　エアロビックス
生花　歌謡　子どもスポーツ　手芸
社交ダンス　ストレッチ　脳刺激
ソシアルダンス　卓球（ラージボール）
バドミントン　ビーチボールバレー

生花　囲碁　絵手紙　筋トレクラブ
茶道　サロン　詩吟　詩舞　手芸
大正琴　俳句　木版画　友禅染

編物　生花　ヴァイオリン　絵手紙
おはなしひろば　音声訳　絵画
歌唱（二部合唱）　合唱　詩吟　尺八
写真　書道　水墨画　大正琴　短歌
ちぎり絵　手描友禅　点字　木工芸
南京玉すだれ　パソコン

公民館自主サークル活動 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。
（※定員の関係等で入会できない場合があります。※会費等が必要です。）

山波公民館
山波町　☎0848−37−8226

栗原北公民館
美ノ郷町 ☎0848−48−5868

長江公民館
長江二丁目 ☎0848−37−9656

土堂公民館
西土堂町  ☎0848−23−9662

吉和公民館
神田町　☎0848−22−4665

日比崎公民館
栗原西一丁目  ☎0848−22−8732

栗原公民館
西則末町  ☎0848−23−2107

上川辺公民館
御調町　☎0848−76−0301

菅野公民館
御調町　☎0848−76−1899

向東公民館（サンボル尾道内）
向東町　☎0848−44−3955

浦崎公民館
浦崎町　☎0848−73−2001

向島公民館（中央公民館）
向島町　☎0848−44−0683

高須南分館
高須町

重井公民館
因島重井町  ☎0845−25−0016

大浜公民館
因島大浜町  ☎0845−24−1001

東生口公民館
因島原町  ☎0845−28−0219

瀬戸田公民館（瀬戸田市民会館内）
瀬戸田町  ☎0845−27−1878

中庄公民館
因島中庄町  ☎0845−24−0009

大和公民館
御調町　☎0848−76−0692

東部公民館
高須町　☎0848−46−0001

山方分館
木ノ庄町

綾目公民館
御調町　☎0848−76−0050

田熊公民館
因島田熊町  ☎0845−22−0537

今津野公民館
御調町　☎0848−78−0405

木ノ庄東分館
木ノ庄町  ☎0848−48−2622

藤井川公民館
美ノ郷町  ☎0848−48−0001

河内公民館
御調町　☎0848−76−1981 三庄公民館

因島三庄町  ☎0845−22−0418

原田分館
原田町

久山田分館
久山田町

市公民館
御調町　☎0848−76−2323

土生公民館
因島土生町  ☎0845−22−0032

川尻分館（愛あいセンター）

兼　吉

江奥コミュニティセンター

津部田コミュニティセンター

立花公民館

岩子島（農業構造改善センター）

愛ランド

公民館自主サークル活動

（☎0848−44−0683  0848−44−2569）

参加希望者は、各公民館か中央公民館へお問い合わせください。
中央公民館
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●教室・催しなどについて、料金表示のないものは原則無料です。（参加費など）

ファミリー・サポート・センター
利用対象年齢が広がりました
　 
対象　依頼会員：市内在住か勤務し

ている、 0 歳から小学 6 年生のお
子さんの保護者

　おのみちファミリー・サポート・
センターは、子育てのお手伝いをし
たい人（提供会員）と子育てを手伝っ
てほしい人（依頼会員）が会員にな
り、有償で子育てに関するさまざま
な援助活動を行う会員組織です。
　病気や仕事でちょっと子どもを預
かってほしい、保育所などの送迎を
お願いしたいなど、近くに頼れる人
がいない人の子育てを応援するお手
伝いをしています。
　会員登録をすれば、 1 時間600円
で利用できます。

おのみちファミリー・サポート・センター
　（☎0848−37−2415）

因島フラワーセンター
入場無料になりました

　因島フラワーセンターは、花壇、
芝生広場を交流の場として無料で開
放しています。家族で遊んだり、友
達とゆったりくつろぐ場として利用
してみませんか。
開園時間　 9：00～17：00
休園日　火曜（祝日の場合は翌日）
　　　　12月28日～ 1 月 3 日

因島総合支所しまおこし課
　（☎0845−26−6212）

千光寺山ロープウェイ
運行時間を延長します

期間　 4 月13日（金）～15日（日）
　　　 4 月28日（土）～30日（月）
　　　 5 月 3 日（祝）～ 5 日（祝）
運行時間　 9：00～19：00

観光課（☎0848−25−7185）
　千光寺山ロープウェイ事務所
　（☎0848−22−4900）

平成25年尾道市成人式の
日程等が決まりました

　教育委員会では、平成25年尾道市
成人式を次のとおり開催します。
日時　平成25年 1 月13日（日）午後
場所　びんご運動公園健康スポーツ
　　　センター
対象　 平 成 4 年（1992年 ）4 月 2 日

か ら 平 成 5 年（1993年 ）4 月 1 日
までに生まれた人
生涯学習課（☎0848−20−7444）

鉄板台の貸出方法が
変わりました

　まちづくりや地域のイベント等で
鉄板台の利用を希望する場合は、地域
ごとの貸出所へお申し込みください。
　 4 月からは、利用料金と運搬等
を利用者の負担とさせていただきま
す。
利用料金　 1 回 2,000円
申込方法　 1 週間前までに各貸出所

へ申込
※鉄板台の運搬、使用後の清掃につい

ては利用者で対応をお願いします。
■各地域の貸出所

政策企画課（☎0848−25−7316）

宝くじの助成金で整備

　㈶自治総合
セ ン タ ー で
は、自治宝く
じの売上金の
一部を活用し
て コ ミ ュ ニ
ティ助成事業を実施しています。
　この度、本事業により、平原台町
内会がコミュニティセンターを建設
し、 3 月24日に落成式を行いまし
た。平原地区のコミュニティの核と
なる施設として積極的に活用され、
地域の活性化に寄与するものと期待
されます。

「尾道文化」第30号発刊

　尾道市文化協会の文芸誌「尾道文
化」の節目となる第30号が発刊され
ました。評論・随想・文芸・小説など、
尾道市文化協会会員を中心に、「尾
道ものがたり賞」受賞者の新作等も
あわせて掲載しています。
規格　Ａ 5 判、196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）

労働力調査にご回答ください

　総務省では、毎月、労働力調査を
行っています。この調査は、我が国
における就業状態を明らかにし、雇
用・失業対策などの諸施策のための
基礎資料とすることを目的として実
施されます。
　調査の対象となった世帯には、広
島県知事が任命した統計調査員が伺
いますので、ご回答をお願いします。

広島県統計課（☎082−513−2533）

日本赤十字社資（事業資金）
募集にご協力ください

　日本赤十字社は、赤十字条約によ
り、国内外での紛争犠牲者や災害被
災者の救護活動や医療事業など公共
性の高い援護事業を行っています。
その活動は、赤十字の趣旨に賛同し
ていただいた皆さんの社資が資金と
なっています。社資は強制ではあり

尾道地区 尾道観光協会　　　
☎0848−37−9736

向島地区 尾道しまなみ商工会
☎0848−44−3005

御調地区
尾道しまなみ商工会
御調支所
☎0848−76−0282

因島地区 因島商工会議所　　
☎0845−22−2211

瀬戸田地区 瀬戸田支所しまおこし課
☎0845−27−2210
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ませんが、皆さんの500円の社資協
力が、多くの被災者等が笑顔を取り
もどす支援につながっています。
　毎年 5 月が赤十字運動月間です。
ご協力をよろしくお願いします。（社
資募集・寄付金受付は、年間を通し
て行っています。）

日本赤十字社尾道市地区
　（社会福祉課　☎0848−25−7122）

インターネット公売を実施します

　市では、市税等滞納者から差し
押さえた絵画（ 4 点）、軽自動車（ 1
台）、普通自動車（ 2 台）を、インター
ネットで公売します。
　詳しくは、市ホームページをご覧
いただくか、収納課へお問い合わせ
ください。
公売参加申込期間
　 4 月12日（木）13：00～4月26日（木）23：00
入札期間
　 5 月 8 日（火）13：00～5月10日（木）23：00

収納課公売担当（☎0848−37−2600）
Yahoo!官公庁オークション

http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/

尾道市市民農園利用者募集

募集区画　ふれあい市民農園にしふじ
（西藤町1309−2）6区画（1区画20㎡）
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23日（月）までに、農

林水産課・各支所で配付している
申込用紙に記入・押印のうえ提出

※ 1 世帯につき 1 申込に限ります。
※申込多数の場合は抽選。抽選日は

5 月 2 日（水）予定
農林水産課（☎0848−20−7506）

中央駐車場  飲食店舗使用者募集

　中央駐車場は 4 階建ての立体駐車
場で、店舗はその 1 階部分にあります。
所在地　因島土生町1899−31
店舗面積　88.5㎡
店舗の使途　飲食店
使用料　月額59,000円

㈱不二ビルサービス福山支店
　　（☎084−922−5051）

臨時歯科衛生士募集

募集人員　歯科衛生士の資格のある
人（若干名）
勤務場所　総合福祉センター
業務内容　 1 歳 6 カ月児健診（年間

41回）、 3 歳児健診（年間39回）、
歯科相談、フッ素塗布等（ 1 回の
健診に歯科衛生士 2 人で対応）
賃金　時給960円（交通費別途あり）

健康推進課保健係
　　（☎0848−24−1960）

市立小・中学校臨時的任用職員・
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）で、教育に熱意を持つ人
応募方法　市販の履歴書を提出（随

時募集）
〒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）

　市では、子どもや高齢者、障害者の皆さんがよ
り安心して暮らせるよう、居住環境の質の向上を
めざし、住宅リフォーム費用の一部を補助します。
補助対象者（次のいずれかに該当する市税等を滞納
していない世帯の世帯主）
○子育て世帯（同居者に18歳未満／当該年度 4 月 1

日現在）の人がいる世帯、出産前で母子健康手帳
の交付を受けた人がいる世帯

○60歳以上の人がいる世帯
○障害者世帯（居住者に身体障害者手帳、精神障害

者保健福祉手帳か療育手帳の交付を受けた人が
いる世帯）

補助対象住宅　補助対象者の居住のために、自己また
は親族（ 2 親等まで）が市内に所有する住宅（店舗等
併用住宅の場合は住宅部分に限る）または分譲住宅

補助対象工事（①～⑤すべてに該当するもの）
①市で定めた補助対象工事であること
②施工者は市内に本店を有する法人または市内に

住所を有する個人事業者であること
③補助金交付決定後に着工し、平成25年 2 月28日

までに工事が完了するもの
④補助対象工事費用が10万円（消費税含む）を超え

るもの
⑤介護保険法または障害者自立支援法の制度の給

付や、国・県が実施する他の制度（住宅エコポイ
ントを含む）から補助を受けていないこと（ただ
し、一連の工事で、各制度の給付または補助事
業の対象工事と重複しない工事のうち、市で定
めた補助対象工事に該当するものは補助対象と
なる場合があります。）
補助金額　補助対象工事費用の10分の 1 以内（千円

未満は切捨て）で10万円を限度
申請方法　 6 月 1 日（金）～平成25年 1 月31日（木）に、

建築課・各支所にある所定の申請書類等を建築
課か各支所へ提出（土・日・祝日・年末年始を除く）

※申請書等は市ホームページからダウンロード可。
申請者または 1 戸の住宅につき 1 回が限度。

■子育て等支援住宅リフォーム事業説明会を開催
対象　市民・施工事業者
○因島会場［場所：因島市民会館第 2会議室］
　日時　 4 月24日（火）13：30～
○尾道会場［場所：公会堂別館40号室］
　日時　 4 月26日（木）13：30～

建築課住宅係
　（☎0848−25−7247）

子育て世帯等の住宅リフォーム費用を補助します
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ボランティア文化財調査員募集

　尾道市内全域（各地区）ボランティ
ア文化財調査員を募集します。市内
に所在する国・県・市全指定文化財
を調査し、写真・紹介文で構成する
目録書を刊行します。
申込期限　 4 月27日（金）

尾道文化財協会
　　（☎0848−37−1830）

第7回手づくり尾道門前市
出店者募集

日時　 5 月 6 日（日）10：00～16：00
場所　妙宣寺（雨天時は本堂を使用）
内容　手芸・雑貨・フェルトなどハ

ンドメイド小物の展示、販売会
出店料　 1 ブース1,000円（ 1 ｍ× 2

ｍ。先着80ブース、一人 2 ブー
スまで）

尾道観光協会
　　（☎0848−37−9736）

第2回尾道文学談話会

　『「暗夜行路」の草稿を読む』の後
編です。志賀直哉が尾道滞在中に書
いた草稿を読みます。この自筆草稿
から、大正元年の尾道をのぞいてみ
ましょう。
日時　 5 月10日（木）18：30～20：00
場所　尾道市立大学美術館
　　　（旧尾道白樺美術館）
講師　寺杣雅人（芸術文化学部教授）
定員　20人
申込期限　 5 月 7 日（月）

尾道市立大学美術館
　　（☎0848−20−7831／火・水曜休館）

図書館へ行こう！

■因島図書館（☎0845−22−8660）
●イソップ人形劇（子ども読書週間行事） 
日時　 4 月15日（日）14：00～15：00
対象　幼児～大人

内容　北風と太陽、うさぎとかめほか
出演　おはなしひろばポレポレ
■向島子ども図書館
　（☎0848−44−0114）
●子ども読書週間イベント
　「赤ちゃんと絵本講座」
日時　 4 月25日（水）10：30～11：15
対象　プレママ、0 ～ 2 歳児と保護者
内容　赤ちゃんと絵本をひらく時間

の楽しさ（絵本の読み聞かせなど）
指導　おはなしグループ「まめっちょ」
※第 2・4 水曜は 0・1 歳児対象「ま

めっちょベビーお話会」、第 1 水
曜は 1 ・ 2 歳児対象「よちよちま
めっちょお話会」を開催

■中央図書館（☎0848−37−4946）
●まちかど紙芝居
　（尾道の民話に親しもう!!）
日時　 4 月28日（土）※雨天中止
　　　12：00～12：20、12：30～12：50
場所　尾道商業会議所記念館広場
内容　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13日（日）14：00～15：00

　私はダニエラ・フラムです。ドイ
ツから来た留学生です。私はずっと
前から日本の文化に興味を持ってい
ました。日本の言葉や、日本の人た
ちにも。 3 年前テレビで日本のアニ
メを見て、日本に行きたいと思い、
AFSの試験を受けました。そして日
本へ行けるというメッセージをも
らって、とても幸せでした。家の中
を飛び回りました。
　私が日本へ来て 6 カ月になります。私は日本でたく
さんの体験をし、自分を変えることができたような気
がします。日本での生活は、私の人生で最高のものに
なるでしょう。私はたくさんの友達を見つけ、新しい
こと、面白いことを学びました。私の一番のお気に入
りの体験は着物です。それは美しく、自分が日本人に
なったような気がしました。私は決して忘れません。
AFS尾三支部、尾道東高校の先生、友達、特にホスト
ファミリー。そして約束します。早く帰って来て、再
び大切な人たちを訪ねることを。日本での滞在を美し
いものにしてくれた皆さんに、心からありがとう！

　私はシネイド・マカラックです。去年の 8 月にオー
ストラリアから来ました。今、尾道商業高校 2 年生で
す。日本で楽しいこともつらいこともいっぱいありま
した。でも日本に来てよかったと思うときの方が多い
です。その理由は 3 つあります。
　 1 つ目は日本の文化を体験できることです。学校で
書道を習ったりイベントで着物を着せてもらったりし
ました。 2 つ目は学校生活です。私は尾商の吹奏楽部
に入っています。忙しいけど、楽しいです。また、友
達と話すことが大好きです。 3 つ目はホストファミ
リーのことです。やさしくて、私の世話を引き受けて
くださり本当に感謝しています。
  日本に来るために、オーストラリアの家族や友達と
別れました。寂しいときもあるけれど、それも全部良
い経験になっていると思います。日本に来てからいろ
んな人に会うことができ、そ
の人たちの支えで、私は強く
なっていると思います。日本
語ができるようになって生活
も楽しくなりました。これか
らも頑張りますので、よろし
くお願いします。

このコーナーは、国際交流に関するイベントや留学生等に
よる文化の紹介・体験などを掲載します。

尾道市国際交流推進協議会事務局（秘書広報課内  ☎0848−25−7395）

日本での思い出（2011年8月〜 2012年7月滞在のAFS留学生）
ダニエラ・フラム（ドイツ） シネイド・マカラック（オーストラリア）
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内容　ブラックファンタジー（花ま
つり）、大型紙芝居（へっぷりむす
こ）ほか
出演　人形劇サークル「パフ」
■瀬戸田図書館（☎0845−27−1877）
●ベルリン国際映画祭参加奮闘紀行
期間　 4 月11日（水）～28日（土）
時間　10：00～18：00
内容　ベルリン国際映画祭に作品が

ノミネートされた郷土出身の川本
直人さんによる映画祭の写真紀行

「境界に生きる」いにしえの尾道
と現代香港の水上生活のかたち
　土本壽美
　藤原美樹（福山大学）＋樽谷昭彦

　昭和30年代はじめの吉和漁業区
にみられた、家船の生活と現代の香
港にみえる水上生活者の生活を調査
したものを展示します。
①尾道市人権文化センター
期間　 5 月 7 日（月）～ 6 月 8 日（金）

時間　 8：30～17：15（土・日曜休館）
②瀬戸田図書館
期間　 6 月10日（日）～23日（土）
時間　10：00～18：00（月・火曜休館）
③中央図書館
期間　 7 月 4 日（水）～21日（土）
時間　10：00～19：00（ 9 日・17日休館）

尾道市人権文化センター
　（☎0848−37−2631）

桜と春の花展

　「尾道のぞみ会」の絵と「写友会」
の写真を展示しています。
期間　開催中、 4 月26日（木）まで
時間　 8：30～17：15（土・日曜休館）

場所　尾道市人権文化センター
尾道市人権文化センター

　（☎0848−37−2631）

行政書士無料相談会

日時　 4 月22日（日）13：00～16：00
場所　総合福祉センター（申込不要）
内容　各種許認可申請、相続・遺言、

成年後見、自賠責保険請求手続、
外国人の在留資格ほか
広島県行政書士会尾道支部

　（小川　☎0848−48−2608）

憲法週間行事「無料法律相談室」

日時　 5 月 7 日（月）10：00～15：00
（受付 9：30～14：30 ※事前予約不要）
場所　しまなみ交流館 2 階大会議室
内容　金銭・相続等法律問題全般

広島地方裁判所尾道支部庶務課
　（☎0848−22−5285）

（　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 日程は相談のうえ決定
9：30～11：00、11：00～12：30 若干名 受付中 子育ての悩みを一人で抱え込んでいませんか。夫婦・家族間、身近な

人間関係についての相談ができます。（初回優先・原則3回まで・無料）

子育て応援相談
～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
9：30～12：00 若干名 受付中 日常生活の中でお子さんのようすが気になる家族の相談、あそび方

や関わり方の紹介など

栄養相談
～栄養士さんにきいてみよう～ 5／  9（水）10：00～11：00 なし 受付中 食事（離乳食、授乳含む）についての相談や情報交換。身長、体重測

定もできます。

子
育
て
支
援
講
座

みつぎｄｅあそぼう！
～オープンスペース～ 5／  8(火）10：00～12：00 なし 不要

生活リズムや食事、しつけなどの子育て相談、ファミサポの紹介、
絵本の読み語りなど　※時間内は自由に遊ぶことができます。
場所：みつぎ子ども図書館「すくすく」内プレイルーム

親子であそぼう
～布やタオルを使ってあそぼう～ 5／11（金）10：00～11：30 20組 5／1

13：30～
遊具や物を仲立ちとしながら、遊びの楽しさを体験しませんか。
対象：7カ月～ 1歳の子とその家族　※電話申込可

子育て支援講座
～絵本のはなし～ 5／16（水）10：00～11：30 20組 5／2

13：30～

読み語りをしながら、絵本の選び方や読み方・楽しい絵本を紹介し
ます。
講師：橋爪隆昌さん（元中学校校長・現在福山市夜間保育所）
対象：絵本の好きな子とその家族　※電話申込可

赤ちゃんとさわりっこ！
～タッチケア～ 5／18（金）10：00～11：30 15組 5／7

13：30～

赤ちゃんの素肌に触れながら、絆を深めてみませんか。
対象：概ね2～6カ月の子とその家族など　
※バスタオル1枚持参、電話での申込可

向島ｄｅあそぼう！
～ピクニック広場～ 5／24（木）10：00～11：30 20組 5／15

13：30～
向島ふれあい館（旧向島町人権センター）隣の公園で砂場や遊具で遊
びませんか。

作ってあそぼう～小麦粉粘土～ 5／30（水）10：00～11：30 20組 5／21
13：30～

小麦粉と材料をこねて小麦粉粘土を作って親子であそぼう。
対象：概ね1歳からの子とその家族　
※材料は持参、詳しくは申込時にお知らせします。電話申込可

※子育てについての相談を、毎日受け付けています。（電話・来所・個別可）※上記以外でも講座を開催しています。支援センター通信等をご覧ください。

（　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
談気がかり相談 5／21（月）10：00～11：30 先着 1 組 受付中 未就学の子の保護者。子育て、家庭、自分こと、一人で悩んでいま

せんか。相談員：遠藤優子さん（臨床心理士）

子
育
て
支
援
講
座

おさんぽに行こう！ 5／11（金）10：00～11：30 先着10組 4／27～ 1歳以上の子と保護者。若葉のきれいな季節、親子でおさんぽに出か
けませんか。ベビーカーでの参加もできます。

せとだde支援センター 5／16（水）9：30～11：30 なし 不要 未就学の子と保護者。場所：瀬戸田市民会館多目的ホール

みかんちゃんとリトミック 5／18（金）10：00～10：30 なし 不要 1歳半以上の子と保護者。 親子でリズム遊びを楽しみませんか。
講師：村上清美さん

人形劇鑑賞会 5／22（火）10：30～11：15 先着25組 5／8～ 未就学の子と保護者。小さいお子さんから楽しめます。
講師：じゃんけんぽん

わくわくふれあい遊び 5／28（月）10：45～11：15 なし 不要 未就園の子と保護者。親子でふれあえる手遊びなどをします。

吉和


