
20 広報おのみち・平成24年2月

●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）

障害のある人の支援のための
心をつなぐサポートファイル
ひろしま～結愛～ yui ～

　障害のある人や支援の必要な人
が、生涯にわたり安心で安全な生活
を送ることや、教育をはじめとした
一貫性のある支援を受けられること
を願って、県内統一的に作成された
サポートファイルを配布しています。
■サポートファイルとは
　障害のある人の成育歴やケアの仕
方を乳幼児期から成人期まで継続し
て記録整理できるファイル形式の
ノートです。料金は無料です。
■活用について
　すでにサポートファイルをお持ち
の人も、年度変わりに保育所・学校・
福祉サービスの手続きなどにご活用
ください。
配布場所　社会福祉課障害福祉係、

健康推進課、御調保健福祉セン
ター、向島支所、因島福祉課、瀬
戸田支所、障害者サポートセン
ターはな・はな
社会福祉課障害福祉係

　（☎0848−25−7124  0848−37−7260）

子ども手当の申請期限は
3月30日です

　平成23年10月分以降の手当を受
けるためには、新たに申請が必要で
す。
① 2月15日が振込日です
　通帳記入してご確認ください。振
込がない人で、まだ申請をしていな
い人は、大至急申請をしてください。
申請は子育て支援課・各支所でできま
す。申請の最終期限は、平成24年 3
月30日（金）です。（郵送の場合必着）
※期限を過ぎると、平成23年10月

分以降の手当は支給されません。
②新たに子どもが生まれた人、転入した人
　出生（転入）日から必ず15日以内
に手続きをしてください。
③転出する人
　転出する人も、申請書を提出して
ください。
※公務員は職場で手続きをしてくだ

さい。
※公務員になった人、公務員でなく

なった人は手続きが必要です。
申請窓口　子育て支援課、各支所

子育て支援課児童福祉係
　（☎0848−25−7113）

戦没者等の遺族に対する特別
弔慰金の請求はお済みですか

　戦没者等の遺族に対する特別弔慰
金（第 9 回特別弔慰金）の請求は、平
成24年 4 月 2 日までです。請求して
いない人はご連絡ください。期限を
過ぎると、受給できなくなります。
対象　戦没者等の死亡当時の遺族

で、 平 成17年 4 月 1 日～ 平 成21
年 3 月31日に、遺族年金等を受け
ていた人が亡くなるなどしたため
に、平成21年 4 月 1 日において遺
族年金等を受ける人がいない場合
給付内容　額面24万円、 6 年償還

の記名国債
社会福祉課（☎0848−25−7122）

尾道市農業委員会委員選挙人
名簿が縦覧できます

　平成24年 1 月 1 日現在において調
製した農業委員会委員選挙人名簿を、
次のとおり縦覧することができます。
期間　 2 月23日（木）～ 3 月 8 日（木）
　　　 8：30～17：00
場所　選挙管理委員会事務局
　　　（市役所 3 階）
※ただし土・日曜は、市役所 1 階の

警備室で行います。
尾道市選挙管理委員会事務局

　（☎0848−25−7258）

備後圏都市計画道路の変更案
が縦覧できます

内容　備後圏都市計画道路「西御所
福地線（旧尾道駅前福地線）」「尾

道駅前新浜海岸線（旧尾道駅前東
手崎海岸線）」の変更について
期間　 2 月23日（木）～ 3 月 8 日（木）
時間　 8：30～17：15（土・日曜を除く）
場所　広島県都市政策課（県庁北館 5 階）
　　　まちづくり推進課（市役所 3 階）
意見書の提出　縦覧期間中において、

変更案に関する意見書を提出する
ことができます。広島県知事宛に

「住所、名前、連絡先、意見」を記入
のうえ、書面で提出してください。

【広島県】〒730−8511  広島市
中区基町10−52　都市政策課

　　　（☎082−513−4117）
　　【尾道市】まちづくり推進課
　　　（☎0848−25−7222）

尾道税務署での確定申告

■確定申告の手続きはお早めに
　～確定申告会場は尾道税務署です～
期間　 2 月16日（木）～ 3 月15日（木）
時間　 9：00～16：00
※申告期限間近になると大変混雑します

ので、早めの申告をおすすめします。
■平成23年分の確定申告・納期限
　 所 得 税・ 贈 与 税／ 3 月15日（木）、
消費税・地方消費税（個人事業者）／
4 月 2 日（月）
■納税は便利な口座振替をご利用く
ださい【振替日】

　所得税／ 4 月20日（金）、消費税・地
方消費税（個人事業者）／ 4 月25日（水）

尾道税務署（☎0848−22−2131）

デザイン花火が決定しました

　2012宮 島 さ ん 協
賛いんのしま水軍花
火大会で募集したデ
ザイン花火に101点
の応募があり、選考
した結果、中原彬希
さん（因島高等学校 2 年）のデザイン
に決定しました。また、山本凜々さ
ん（土生小学校 1 年）のデザインが特
別賞に選ばれました。選考されたデ
ザイン花火は、花火大会開始一発目
と二発目に打ち上げますので、お楽
しみください。
　なお、花火大会の日程を「 7 月
21日（土）」に変更しました。

因島観光協会（☎0845−26−6111）

中原さんの作品
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尾道大学との取引業者の皆さんへ
～平成24年度からの公立大学法人
会計事務への移行に伴うお知らせ～

　尾道大学は、平成24年 4 月から、
公立大学法人による運営に移行する
予定です。それに伴い、尾道市から
公立大学法人へと会計事務が移行し
ます。
　取引代金の支払いについて、公立
大学法人尾道市立大学より皆さんの
指定口座に振り込むこととなり、振
込名義も「公立大学法人尾道市立大
学」となります。
　詳しくは、市ホームページでご確
認ください。

尾道大学法人化準備室
　（☎0848−25−7200）

平成23・24年度尾道市建設工事
等入札参加資格審査追加申請受付

　平成24年度に市が行う各種建設
工事等の入札に参加を希望する人
は、次のとおり申請書および添付書
類を提出してください。
対象　入札参加資格を有していない

人、すでに資格を有する市内業者
で業種の追加を希望する人
受付期間　 3 月12日（月）～16日（金）
受付時間　 8：30～12：00
　　　　　13：00～17：00
受付場所　契約管財課契約係
　　　　　（市役所 4 階）
提出部数　 1 部（水道局への提出は不要）
申請書　市ホームページからダウンロード
申請方法　指定する様式に必要事項

を記入したものを保存したフロッ
ピーディスクかＣＤとその内容を
印刷した申請書を添付書類と併せ
て提出（※直接ご持参ください。）
その他　希望者は、受付期間中、広

島県と県内市町が共同で運営する
「電子入札等システム」を利用し
た申請（電子申請）を行うことがで
きます。添付書類は契約管財課契
約係に提出（持参・郵送どちらで
も可で、 3 月23日（金）必着）

契約管財課契約係
　　（☎0848−25−7282）

平成23・24年度物品購入等
入札参加資格審査追加申請受付

　平成24年度に市が行う物品購入､
業務委託（建設関連業務を除く）の入
札に参加を希望する人は、次のとお
り申請書を提出してください。
対象　入札参加資格を有していない人
受付期間　 3 月12日（月）～16日（金）
※郵送は16日必着
受付時間　 8：30～12：00
　　　　　13：00～17：00
受付場所　財務課用度係（市役所 4 階）
提出部数　 1 部（水道局、市民病院、

みつぎ総合病院への提出は不要）
申請用紙　市ホームページからダウ

ンロード可（ダウンロードできな
い場合は、財務課、因島総合支所
市民生活課、瀬戸田支所住民福祉
課で配布）
財務課用度係（☎0848−25−7324）

介護認定調査員（嘱託）募集

　市では、要介護認定申請者の自宅・
医療機関等を訪問し、認定に必要な
調査を行う調査員を募集します。
募集人員　 3 人程度（ 2 人は因島勤務）
勤務開始　平成24年 4 月 1 日～
勤務時間　月～金曜の 9：00～15：49
勤務場所　本庁高齢者福祉課、因島

総合支所因島福祉課 
応募資格　介護支援専門員、保健

師、（准）看護師、社会福祉士、介

護福祉士のいずれかの資格を有し
ており、車の運転ができる人 
応募方法　 3 月12日（月）までに、市

販の履歴書と資格証明書（写）を提出
〒722−8501　尾道市久保一丁
目15−1　高齢者福祉課介護認
定給付係（☎0848−25−7118）
〒722−2392　尾道市因島土生
町7−4　因島福祉課福祉係

（☎0845−26−6221）

平成24年度因島技術センター
初任者研修受講生募集

研修期間　 4 月初旬～ 6 月末
　 　 　 　（ 3 カ月間）
時間　 8：30～17：00
場所　因島技術センター（Hitz日立

造船株式会社因島工場内）
対象　40歳未満の人
※造船・舶用工業へ就職・転職希望

の一般の人も受講できます。
研修内容　安全教育、安全体感研修、

図面の見方、玉掛、床上クレンなど
取得資格　アーク溶接特別教育、研

削砥石特別教育、ガス技能講習、
玉掛技能講習、NK溶接士技量資
格など
定員　80人程度
申込期限  2 月29日（水）
※受講料や各種資格試験料が必要。

詳しくはお問い合わせください。
因島技術センター運営協議会事
務局（因島総合支所しまおこし
課内　☎0845−26−6212）

☎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

経済センサスキャラクター

平成24年経済センサス−活動調査を実施
しています。調査票の提出はお済みですか?

○平成24年 2 月 1 日を調査日として、全国のすべ
ての企業・事業所を対象とした経済センサス ‐
活動調査を実施しています。

○調査票にご記入いただいた内容は、統計作成の
目的以外（税の資料など）に使用することは絶対
にありません。

○調査の趣旨・必要性をご理解いただき、ご回答
をよろしくお願いします。

　詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。
http://www.stat.go.jp/data/e-census/2012/index.htm
政策企画課統計係（☎0848−25−7314）

ご理解とご協力
ありがとうございます。
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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）

〒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）

市立小・中学校特別支援教育
支援員募集

　教育委員会では、特別な教育的支
援を必要とする児童生徒の学習上・
生活上の困難を克服するための支援
または自立を支援するため、支援員
を募集しています。
応募資格　原則として教員免許、看

護師免許かホームヘルパー資格を
有する人（ 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　 2 月22日（水）までに、履

歴書を郵送で提出
※採用は面接のうえ決定。勤務時間等、

詳しくはお問い合わせください。
〒722−8501  尾道市久保一丁目
15−1　教育指導課豊かな心と
体育成係（☎0848−20−7454）

市有地を売却します

①因島土生町字赤放535番2
　地目　宅地　面積　173.78㎡
　売却価格　4,466,000円
②因島土生町字赤放535番1
　地目　宅地　面積　166.81㎡
　売却価格　4,670,000円
③因島土生町字赤放535番10
　地目　宅地　面積　167.89㎡
　売却価格　4,700,000円

受付期間　 2 月10日（金）8：30～ 2 月23
日（木）17：15まで（土・日・祝日を除く）
受付場所　因島総合支所 3 階施設管

理課（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　 2 月27日（月）10：00～
抽選場所　因島総合支所 4 階401会議室
※詳しくは、 2 月10日（金）の告示・

市のホームページをご覧いただく
か、電話でお問い合わせください。

因島総合支所施設管理課
　　（☎0845−26−6202）

予備自衛官補募集（一般・技能）

資 格　平成24年 7 月 1 日現在で一
般は18歳以上34歳未満の人、技
能は18歳以上で国家免許資格等
を有する人
試験日　 4 月13日（金）～16日（月）の内 1 日
申込期限　 4 月 4 日（水）

自衛隊広島地方協力本部尾道出張所
　（☎0848−22−6942）

第5回尾道市民囲碁大会

日時　 3 月18日（日）10：00～
　　　（受付 9：30～）
場所　総合福祉センター
●クラス別競技大会
　（個人戦・トーナメント方式　4局打）
参加費　大人 1,000円、高校生以下 

500円（昼食代込み） 
●初心者囲碁教室
　（参加費無料・午前中で終了）
大会審判長・講師
　徳永汎久八段（関西棋院）
アシスタント　田中紗月アマ六段
申込方法　 3 月 2 日（金）までに、「住

所、名前（ふりがな）、電話番号、
段・級位、参加希望（競技大会／
囲碁教室）、小・中・高校生は学
校名、学年」を記入のうえはがき

で申込（必着）
〒722−8501  尾道市久保一丁目
15−1　文化振興課内　尾道市
民囲碁大会実行委員会事務局

　　（☎0848−25−7366）

第15回虎ちゃん囲碁まつり

日時　 3 月27日（火）9：00～11：50
場所　本因坊秀策囲碁記念館
対象　市内の公民館こども囲碁教

室・小中高校囲碁クラブ・囲碁を
習ったことがある小・中・高校生
内容　19路盤はハンディ戦、13路

盤は互先戦 
※参加者全員に棋力に応じた認定状

と記念品を贈ります。
申込方法　 3 月13日（火）までに、各

公民館囲碁教室・小中高校囲碁ク
ラブにある申込書で申込（必着）

文化振興課（☎0848−25−7366）

第12回尾道文学談話会

　高垣眸作の『謎の花
はなかんざし

簪』を読みま
す。この作品は長い方ではありませ
んが、やはり 1 ・ 2 時間ですべてを
読むのは無理ですので、要所を抜き
出してその箇所を読み、全体の魅力
について考えていくという方法を取
ろうと思います。
日時　 3 月 8 日（木）18：30～20：00
場所　尾道白樺美術館［尾道大学］
講師　藤沢　毅
　　　（尾道大学芸術文化学部教授）
定員　15人　申込期限　 3 月 5 日（月）

尾道白樺美術館［尾道大学］
　　（☎0848−20−7831／火・水曜休館）

市民ギャラリーコンサート
作陽室内楽アンサンブル

日時　 2 月24日（金）18：30～
場所　しまなみ交流館市民ギャラリー
内容　ハイドン：トリオ第 2 番、
　ボッケリーニ：テルツェットほか
出演　友枝　彩、中野　了、大林恵美、

山口俊一、笠原朋子、佐藤陽一
しまなみ交流館（☎0848−25−4073）

3
2
1

因島南中学校

臨時職員急募！ 保育士・幼稚園教諭など臨時職員急募！
詳しくは、市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。

職員課（☎0848−25−7342）問

●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）
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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～
一人一人がすばらしい
～サザエさん一家は幸福みつ
けの達人ぞろい～

日時　 3 月 4 日（日）
　　　13：30～15：00
　　　（13：00開場）
場所　因島市民会館
　　　大ホール
講師　増岡　弘さん

（声優・俳優。ア
ニメ「サザエさん」
のマスオさん役）

申込方法　 2 月24日（金）までに「①
名前②住所③電話番号」を記入の
うえ、郵送か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）

叱らなくても子どもは伸びる
深めよう親子の絆！
～目から鱗の子育てと家庭教育～

　23年間の教師
経験をもち、教
育系メールマガ
ジンで多くの支
持を得ている親
野さんに、子どもを伸ばす子育てに
ついて語っていただきます。具体的
で実践しやすい子育て方法など、一
緒に学びませんか。
日時　 3 月15日（木）18：40～20：40
　　　（受付18：00～)
場所　しまなみ交流館ホール
講師　親

おや

野
の ち か ら

智可等さん
尾道青年会議所（☎0848−20−1110）

　生涯学習課（☎0848−20−7444）
http://www.ojc.or.jp/

おのみち市民大学　家庭教育講座
樹原涼子の楽楽子育て応援プ
ロジェクト「君は君のままで」
トーク＆コンサート

　自身の経験にもとづ
く子育てトークとピア
ノの弾き語りです。
日時　 3 月20日（祝）
　　　13：30～15：30

場所　しまなみ交流館市民ギャラリー
講師　樹原涼子さん
　　　（作曲家、ピアニスト）

生涯学習課（☎0848−20−7444）

第10回おのみちファミリー・サ
ポート・センター研修会＆交流会

日時　 3 月 7 日（水）10：00～12：00
場所　尾道市人権文化センター 3 階
内容　講演・意見交流会
演題　「保育のこころ」～出会い・

人と人のつながりを大切にしてい
ますか？～
講師　樫木洋子さん
　　　（元御調中央保育所所長）
対象　会員、子育てに関心のある人
　　　（会員以外も可）
定員　30人（託児希望者は申込時に

お申し出ください。）　
申込期限　 3 月 2 日（金）
※センターについては、25頁「おの

みち子育て支援センター」下段を
ご覧ください。

おのみちファミリー・サポート・
センター（☎0848−37−2415）

子育てしつけ教室

　具体的なしつけのスキルを用いて
学んでいく教室です。
日程　【火曜コース】2 月14日・28日、

3 月 6 日・13日、4 月17日・24日【木
曜コース】3 月 1 日・15日、 4 月
12日・26日、 5 月10日・24日　
時間　10：00～11：30（全 6 回）
対象　 3 ～12歳の子を持つ保護者
定員　各コース 5 人（託児あり）

場所　児童家庭支援センターまごころ
（栗原町1268−1　旧尾道高校）

児童家庭支援センターまごころ
　　（☎0848−24−0556）

ＤＶ（ドメスティックバイオ
レンス）研修会
　
　市では、市民を対象に、配偶者等
からの暴力についての内容・支援に
ついて理解していただくための研修
会を開催します。
日時　 3 月 2 日（金）10：30～12：00
場所　尾道市人権文化センター 3階
　　　多目的利用室
※託児あり

社会福祉課庶務係
　（☎0848−25−7122）

わくわくふれあい体操
　
日時　 2 月19日（日）10：00～11：30
場所　瀬戸田小学校体育館
内容　ふれあいあそび、マルモリ体操、

手遊び頭の体操、まねっこヨガ等
対象　小学生以上、保護者、祖父母

NPOフレンドシップせとだ事務局
　　（荻野　☎090−7770−4757）

留学生のファッションショー
～日本に来て学んで～

日時　 3 月11日（日）13：30～
場所　中央図書館
内容　ファッションショー形式による

自作自演の発表会、参会者との交流
ひかり服装専門学校

　（☎0848−23−3140）

☎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

尾道市に避難されている皆様へ  ～相談窓口へご連絡ください～

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、市役所総務課および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。 総務課（☎0848−25−7216）
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チェロアンサンブル「閑人会」
冬のコンサート in 尾道

日時　 2 月26日（日）15：00～
場所　しまなみ交流館 1 階ギャラリー
内容　チェロのためのレクイエム、

ビートルズナンバーほか
音楽協会事務局

　（中村　☎090−3746−8923）

おのみち文学の館「文学記念室」
高垣眸特別展示

期間　 2 月24日（金）～ 4 月16日（月）
時間　 2 ～ 3 月は 9：00～17：00（入館は

16：30まで、2 月28日は休館）、4 月は
9：00～18：00（入館は17：30まで）
内容　直筆原稿や遺品等ゆかりの品

を展示
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）

市民おもてなし講座

日時　 3 月 7 日（水）14：00～16：00
場所　尾道商業会議所記念館
演題　おもてなしの心が地域を活かす
　　　 ～観光を活かした地域づくり～
講師　有田隆司さん（広島県観光アドバイザー）
定員　50人
申込方法　 2 月28日（火）までに「住所、

名前、連絡先」を電話かFAXで申込
観光課

　（☎0848−25−7184　 0848−25−7293）

尾道勤労青少年ホームの講座

■働く親の子育てスキンシップ講座
　（第3弾）
日時　 2 月29日（水）10：00～11：30
対象　市内在住の 3 歳までの乳幼児

と保護者
演題　子どものおねだりにあなたな

らどうする「買って・買って…」
～子育てを考える～
講師　木村順子さんほか「すまいる 

ぱれっと」（子育て支援グループ）
定員　20組
持参物　筆記用具、飲み物等
申込期限　 2 月24日（金）19：00まで

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講座

■働く女性のビューティー＆メイク講座
　～冬のお肌の手入れで自分を再発見～
期間　 2 月27日（月）～ 3 月26日（月）
時間　19：30～21：30（全 5 回）
対象　市内在住か勤務先のある35歳

未満の女性
講師　遠山久美子さん
　　　（メイクアドバイザー）
定員　15人　
教材費　1,500円（基礎化粧品10日分）
※利連協未登録者は別途500円
申込期限　 2 月23日（木）

因島勤労青少年ホーム
　　（☎0845−24−1228／水曜休館）

男性料理教室
～簡単料理でいきいきライフ♪～

　向島地域の保健推進員さんと料理
を楽しみませんか。
日時　 2 月25日（土） 9：30～
場所　向島公民館調理実習室（尾道

市民センターむかいしま 2 階）
対象　男性（女性も可）
内容　中華風煮込みハンバーグ、

じゃこじゃがガレット、きのこ
と春雨のスープ、豆腐レアチーズ
ケーキ（みかんソース添え）
定員　先着20人　費用　500円
持参物　エプロン、三角巾
申込方法　 2 月21日（火）までに「①

名前②住所③電話番号④年齢」を
電話かFAXで申込（FAXの場合は
必ず向島公民館宛と明記してくだ
さい。）

向島公民館
　（☎0848−44−0683　 0848−44−2569）

向島子ども図書館の催し

■しの笛の会 野菊 コンサート
日時　 2 月19日（日）14：30～15：00
内容　アニメメドレーと春の曲特集
出演　しの笛の会尾道教室「野菊」
■わくわくお手玉教室
日時　 2 月26日（日）14：00～15：00
講師　尾道お手玉フレンド　
※申込不要。お手玉はお貸しできます。

向島子ども図書館（☎0848−44−0114）

尾道ふれあいの里の催し

■6周年記念イベント
日時　 3 月 4 日（日）10：00～
内容　食と健康セミナー（受付10：30～／2,000円）
　　　ウオーキング大会（受付9：30～／500円）
■第13回ホワイトデーカップリング

パーティー
日時　 3 月10日（土）18：00～
対象　25～45歳の独身の人
定員　男女とも先着40人
費用　男性 4,000円、女性 2,000円

尾道ふれあいの里
　　（☎0848−77−0177）

因島フラワーセンターの催し

■除虫菊線香づくり体験
日時　 2 月12日～ 3 月25日の日曜
　　　13：00～14：00
内容　除虫菊の乾燥花を使った「除

虫菊線香」の製作、除虫菊の歴史に
ついて（参加者に風船プレゼント）
参加費　300円（入園料別途500円）
■除虫菊の写真・絵・デザイン作品募集
募集作品　①除虫菊の花や風景を撮

影した写真やポストカード②除虫
菊をモチーフにしたイラストや絵
画③除虫菊をデザインした手芸・
木工・物語など（プロ・アマ問わず）
賞品　応募者に除虫菊の苗（ 1 株）と

花のプレゼント（※来園時に贈呈）
応募規定　応募者本人が作成した作

品。デジタルカメラでの撮影可。
加工・合成も可。作品は返却しま
せん。肖像権等責任を持ってご応
募ください。

※作品は 3 月中園内で展示します。
応募方法　 3 月 1 日（木）～20日（祝）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
裏面に貼付して持参か郵送で応募

■第1回フラワーグラウンドゴルフ大会
日時　 3 月 4 日（日）受付9：30～12：00
※雨天時は 3 月11日（日）に順延
内容　 5 人 1 組で全 8 ホール。道

具の貸出・賞品あり。
参加費　100円（当日支払。入園料別途）
申込方法　 3 月 3 日（土）までに「住所、

名前、年齢」を電話かFAXで申込
〒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）

●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）



25広報おのみち・平成24年2月

ぷらっと尾道～ウォーキングツアー
あなたも一日観光客

「因島大橋海抜50m空中散歩ツアー」

日時　 3 月11日（日） 9：00～12：00
　　　（受付 8：30～）※雨天決行
集合場所　①尾道駅前バス停 9 番の

りば、②因島水軍城下駐車場
主なコース　①②各集合場所発（貸

切バス）→向島→因島大橋→大浜
埼灯台（貸切バス）→本因坊秀策囲
碁記念館→各集合場所で解散

※一部バスで移動します。天候等に
より変更する場合があります。

参加料　400円（保険料等）
※動きやすい服装で。飲み物をご持

参ください。
申込方法　 2 月29日（水）までに「住

所、名前、生年月日、連絡先」を
電話かFAXで申込

尾道観光協会
　（☎0848−37−9736   0848−37−7525）

しんがいシンポジウム

　歴史ある迷路のような細い路地に
飲食店が軒を連ねる“しんがい”で、
まちづくりの専門家や地元飲食店の

皆さんと賑わい創りについて一緒に
考えてみませんか。（申込不要）
日程　 2 月24日（金）
■第1部［17：30 ～］
内容　しんがいシンポジウム（基調

講演・パネルディスカッション）
場所　公会堂別館40号
■第2部［20：30 ～］
内容　懇親交流会
　　　「しんがいを語ろう」
場所　志摩
会費　3,000円

政策企画課（☎0848−25−7316）

☎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

（　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 3／1(木）・15（木）
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）

栄養相談
～栄養士さんにきいてみよう～ 3／13（火）10：00～11：00 なし 不要 食事（離乳食、授乳含む）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
（月3 ～ 4回程度） 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

子
育
て
支
援
講
座

スポット ①3／5（月）　②3／22（木）
10：00～10：30 なし 不要 ①ミュージック・ケア②おやこあそび

（※9：50までにお越しください。）

赤ちゃんとさわりっこ 3／ 9 （金）10：00～11：30 先着18組 3／1
13：30～

タッチケアと親子遊び ｢さわりっこ｣ をたくさんしましょう。お茶
タイムをしながら、育児の話もしましょう。
対象：概ね1歳までのお子さんとその家族やタッチケアに興味のある人
※バスタオル2枚、マイコップ持参

向島 de あそぼう 3／14（水）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、
エプロンシアターなど　※時間内は自由に遊ぶことができます
※場所：向島町人権センター

はいはいランド 3／16（金）13：30～15：00 先着25組 3／9
13：30～

風邪の対処法、寒い日などの衣服の調節や鼻血・切り傷などのケガ
の対処法についての話。講師：三浦好美（尾道市立市民病院助産師）
対象：子育て中の人　※託児はありませんが、お子さんを連れての
参加可

※おのみちファミリー・サポート・センターは、子育ての「手助けをしてほしい人」と「お手伝いしたい人」を結ぶ会員組織です。病気や仕事でちょっと子ども
を預かって欲しい、保育所などの送迎をお願いしたい等、近くに頼れる人がいない人へ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。

※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）

（　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  3／26（月）10：00～11：30 先着 1 組 受付中 未就学のお子さんの保護者。悩んでいることを話したり、相談したり

すると解決の糸口が見つかります。相談員：遠藤優子さん（臨床心理士）

子
育
て
支
援
講
座

ふれあい親子ビクス  3／   7（水）10：00～11：00 先着25組 2／22～
1歳～未就学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

みかんちゃんとリトミック  3／   9（金）10：00～10：30 なし 不要 1歳半以上のお子さんと保護者。親子でリズム遊びを楽しみましょ
う！講師：村上清美さん

知ることからはじめよう！
（環境と生活洗剤のお話）

 3／14（水）10：00～11：30 先着15組 2／29～ 未就学のお子さんと保護者。毎日使っている洗剤のお話です。
講師：山崎高広さん（管理食養士）

ママといっしょに音楽を楽しもう！  3／16（金）10：00～11：30 先着15組 3／2～ 1歳未満のお子さんと保護者。親子の心をつむぐ親子遊び（ミュー
ジックケア）講師：北川宜子さん

せとだ de 支援センター  3／21（水）   9：30～11：30 なし 不要 未就学のお子さんと保護者。いんのしま子育て支援センターが瀬戸
田へ出張します。場所：瀬戸田福祉保健センター

タッチケア  3／23（金）10：00～11：30 先着10組 3／9～ 平成23年10～12月生まれのお子さんと保護者

※3月19日（月）午前は、三庄認定こども園卒園式のため支援センターは休館します。

したはず 決めつけないで もう一度
3月1日～7日は「平成24年春の火災予防運動」

したはず 決めつけないで もう一度したはず 決めつけないで もう一度 火災が発生しやすい時季で
す。住宅用火災警報器の設
置など、防火対策をしま
しょう！


