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高齢の親を気にかけて146
あなたは日頃自分の親の様子を気にかけていますか？
私は一人暮らしの高齢者や高齢者夫婦の家庭を訪問
して、相談にのったり、介護サービスを調整する仕事
をしています。高齢者が体調を崩された時や一人暮ら
しが心もとなくなった時、私が家族に連絡をとることも
あります。その時に家族から「私の生活もあるから…」
とか「そちらでいいようにしてください」と言われるこ
とがあります。そんな時「家族って何だろう？」とやり
きれない気持ちになることがあります。
また、高齢者本人も「子どもに迷惑をかけたくない

から」と連絡をとることをためらうことがあります。そ
れを聞くと、また寂しい気持ちになります。
「自立」「自己責任」ももちろん大事ですが、自分の
力だけでは解決できない問題もあります。家族とはどん
な時も支え合い、助け合うものです。
直接介護してもらわなくても、頼れる家族がいると感
じることが必要です。その上で介護サービスを利用した

り、地域の支え合いで支援してもらうものだと思います。
高齢者と接していて思うのは、「人と話をしたいとい
う気持ちが強い」「自分よりまず先に相手の気持ちを考
えている」ということです。高齢者でなくても自分が
困っていることは、なかなか言えないと思います。離れ
て暮らしていればなおさらです。
そういう私も先日、久しぶりに父母のもとに行くと、
数ヶ月前母が狭心症で入院していたことを初めて知り、
反省しました。
日頃から「最近変わったことはない？」「困ったこと
はない？」と声をかけ、話しやすく相談しやすい雰囲気
をつくることが必要だと感じました。
自分の生活も大切ですが、高齢の親を気にかけ、声

をかけることで、一番身近な家族の絆を見つめなおし
ていきたいものです。

「みんなが輝くために」を読まれての
皆さんの感想やご意見をお寄せください。
〒722－0041 尾道市防地町26－24
人権推進課（10848－37－2631）

広島法務局と広島県人権擁護委員連合会では、虐待や差別など、高齢者や障害者をめぐるさまざまな人権問
題を把握し、解決の援助をするために人権相談所を常時開設しています。
9月 5日（月）から11日（日）までは、相談時間を延長して電話相談に応じます。

電話番号 10570－003－110 相談時間 期間中は 8：30～19：00まで延長（土・日曜は10：00～17：00）

●全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間
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子どもたちが行うさまざまな体験活動について、

支援者として活動していただける人を養成する講座
です。9月下旬に第 3回「音楽（ハンドベル）」、10月
に第 4回「昔あそび」の講座を予定しています。
■第2回　樹木観察
日　時 9 月 4 日（日）9：00～11：30
場　所 びんご運動公園
内　容 体験活動サポーターの養成（樹木観察）

9：00～10：00
観察会（樹木観察の視点・方法、指導
者としての注意事項等）
10：15～11：30
講義（観察会のまとめ、指導方法等）

講　師 横山直江さん（緑花文化士）
定　員 20人程度（要申込）
持参物 帽子、タオル、飲み物、軍手（手袋）、筆記用具
※動きやすい服装でご参加ください。
申込方法 9 月 2 日（金）までに、電話かFAX、Eメールで申込
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子どもたちの健全な育成のためには、学校・地域・家庭

の連携が必要です。その支援の担い手となる教育ボランティ
アを養成する講座です。“ボランティアをしてみたいけど、何
から始めたらよいか分からない”“地域のために自分の力を
役立てたい”そんな思いを解決するヒントになります。
日　時 9 月12日（月）13：00～17：00
場　所 山波公民館
内　容 13：00～14：30

講演　生涯学習ボランティアの実践について
講師　中村由利江さん（紙芝居「夢屋」代表）
15：00～15：45
ボランティア活動見学（山波小学校）
16：00～17：00
事例発表「地域文化を活かした郷土づくり」
講師　寺岡昭治さん（尾道市文化財保護委員会委員長）

定　員 50人程度（要申込）
持参物 タオル、飲み物、筆記用具
申込方法 9 月 9 日（金）までに、電話かFAX、Eメールで申込

生涯学習課（10848－20－7444 50848－37－3004） shogai@city.onomichi.hiroshima.jp
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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 9／ 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・無料）

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 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～ 9／20（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
支
援
講
座

ママといっぱい遊ぼう
～お母さんとのあそびの中で育つ
もの～

9／ 8（木）10：00～11：00 25組 9／1
まで

見つめあって、ふれあって、気持ちがぴったりする親子あそびと、
あそびの面白さを紹介。講師：吉池理枝さん（第2あづみ園園長）
※子育て支援センターにある申込書に記入のうえ、はがきを添えて
直接申込（対象：歩きはじめ前のお子さんとその家族）

赤ちゃんとリラックス！
～タッチケア～

9／12（月）・26（月）10：00～10：40
※ 9：50までにお越しください。 なし 不要

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カ月のお子さんとその家族かタッチケアに興味のある人
※バスタオル1枚持参

みつぎｄｅあそぼう！
～オープンスペース～ 9／14（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

行　事　名 日　　　時 定員 申込 内容・対象など

子
育
て
支
援
講
座

せとだｄe支援センター 9／ 2（金） 9：00～11：30 なし 不要 未就学のお子さんと保護者。場所：瀬戸田福祉保健センター2階。いん
のしま子育て支援センターが瀬戸田へ行きます。みんな遊びに来てね！

タッチケア 9／ 5（月）10：00～11：30 先着10組 8／22～ 平成23年4～6月生まれのお子さんと保護者。タッチケアは、親子の結
びつきを強め、赤ちゃんの発達を促すものです。バスタオル持参

姿勢のきれいな赤ちゃんに育てよう 9／13（火）10：00～11：30 先着15組 8／30～
妊娠している人、2～6カ月の赤ちゃんと保護者。赤ちゃんがよく泣い
て寝ない、反り返って抱きにくい、向き癖が気になるなどありません
か。抱き方や寝かせ方の工夫を学べます。講師：吉広朱美さん（助産
師）。バスタオル持参

わくわくふれあい遊び 9／26（月）10：40～11：10 なし 不要 未就園のお子さんと保護者。親子でふれあえる手遊びなどを予定してい
ます。

みかんちゃんとリトミック 9／30（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！
簡単にできます。講師：村上清美さん

※毎日、保育士が、生活リズムやしつけ、子どもとの遊び方など、育児についての悩みをお聞きしています。（電話相談、個別相談も可）
※ミュージックケア（1歳前、1歳以上コース）など、定例の行事も開催しています。詳しくは、支援センター通信をご覧になるか、おのみち子育て支援センターへ
お問い合わせください。

「あそびの工房　もくもく屋」の、でん兄ちゃんが来るよ！
日時 9 月16日（金）10：30～11：40
場所 総合福祉センター 4階大会議室
対象 概ね 1歳～未就園児と保護者　
定員 70組（応募多数の場合抽選）
申込方法 9 月 2 日（金）までに、往復はがきの往信欄に「参加
者の住所、名前、子どもの年齢、電話番号」、返信欄に「住
所、保護者名前」を記入のうえ、北久保児童館へ郵送（必着）
〒722－0041 尾道市防地町26－24 北久保児童館
（10848－20－7192）
おのみち子育て支援センター（10848－37－2409）
いんのしま子育て支援センター（10845－22－1545）
尾道市社会福祉協議会（母子福祉センター・児童センター）
（10848－22－8385）

おのみち子育て応援施設合同行事

あそびで始める ゆるポカ コミュニケーション
～みんなおいで、いっしょにあそぼうよ～

総務省統計局（広島県）で
は、10月20日現在で社会生
活基本調査を実施します。
この調査は、わたしたちが日々どのくらい
の時間を仕事や学業、家事に費やしているか
や、過去 1年間の自由時間にどのような活動
を行ったかについて調査し、その結果は、仕
事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
の推進、少子高齢化対策、男女共同参画社会
の形成などの基礎資料となります。
10月上旬から中旬にかけて、調査員が調査
世帯に伺いますので、調査の趣旨をご理解い
ただき、調査票にご記入ください。
広島県統計課（1082－513－2533）

社会生活基本調査に
ご協力ください
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「びんご」から35人の団体でハワイパンパシフィック・
フェスティバルに参加、「着物日和」のファッションショ
ーに出演させていただいた。6月9日、広島空港からチャ
ーター便にて一路ハワイホノルルへ。
2日目は団長の小川久志氏と元RCCアナウンサー山中

善和氏と私は、地元の日本語放送ラジオ局・KZOO放送
へ。中国放送の元パーソナリティーの小川氏は「備後か
らやってまいりました」と快調な切り口。私は尾道てご
う座の活動と着物日和・80年前の花嫁衣裳の説明・大正
浪漫着物の披露の話をした。この放送を聞いた多くの日
系の人達が会場へ来られた。
3日目はイベントの日。朝早くから、着物の着付けに

取り掛かる。花嫁 2人と着物パフォーマンスのメンバー
25人全員の着付けが完成したのが、イベント開始ぎりぎ
りの16時。会場に移動し、「日本の花嫁を紹介いたしま

す。」と田島、続い
て小川氏が英語でア
ナウンス。白無垢の
花嫁に続いて80年前
の大正時代の花嫁
（黒縮緬紋付本振袖）
に角隠しを付けると、

会場からどよめきが興っ
た。お客様たちはうっと
りと見入っている。続
いて着物文化をパフォ
ーマンスする。生後百
日目の人形を抱いたお
ばあちゃん、二十歳の
晴れ着を着たお嬢さん、
年頃になり結婚を祝う花嫁と家族など、日本人が着物を
着て楽しむ姿を披露した。総勢27人が大正浪漫の着物を
着て舞台上に。ハワイの人達に故郷日本の心を伝えた
い、きっと喜んでいただけると信じて持参した着物が心
を打った。
4日目はカラカウア大通りでの「まつり大パレ－ド」。

てごう座はキメポーズを作りながら、 4市の協力を得て
制作をした福山市、尾道市、三原市、府中市のプロフィ
ールが入った備後のチラシ3,600枚を配り1.7キロを行進。
てごう座が前に来ると「てっぱん」と沿道から声がかか
る。すかさずチラシを手渡す。びっしりと両脇を固めた
見物客たちは本当に尾道をよくご存知だ。世界中の人達
がハワイのお祭りを楽しんでいる。ハワイは人の気持ち
を一つにできる場所。夕方からはじまったパレ－ドの終
わりに素晴しい夕景が皆の顔を染め始めている。初めて
参加したハワイイベント、異国の地で人びとのぬくもり
が一体感を醸し出していた。

ＮＰＯ法人尾道てごう座 田島美鈴

ハワイで日本の着物を披露してきました

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 10848－25－7395）

（　0848-48-2212）10:00～16:30／ 月・祝日休館

8／24（水）
10：15～13：00

子どもトールペイント教室
費用：300円、定員：10人、持参物：エプロン

8／24（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）

8／28（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

9／ 1（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
※会場は、総合福祉センター（門田町）です。

9／ 2（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

9／ 4（日）
10：00～15：00

フリーマーケット
出店者募集中（出店料：1区画1,000円、募集店数10店）

8／26（金）
8／27（土）

出張販売＆リサイクル教室
「おじいちゃん、おばあちゃんの小物をつくろう」
費用：350円、持参物：裁縫道具
（リサイクル教室　10：00～）
8／26（金）9：00～12：00   ゆきひろメイト店
8／27（土）9：00～12：00   ええじゃん尾道（東尾道）

9／ 3（土）
9／ 9（金）
9／13（火）
9／14（水）

出張販売＆リサイクル教室「秋の小物をつくろう」
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～）
9／ 3（土）10：00～15：00   尾道市民センターむかいしま
9／ 9（金）10：00～15：00   道の駅クロスロードみつぎ
9／13（火）10：30～15：00 因島総合支所前駐車場
9／14（水）10：30～15：00 瀬戸田市民会館前駐車場
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≪相談内容≫
「不要になった貴金属があれば高額で買い取る。」と、
突然業者が訪問してきた。金のネックレスや指輪を数
点見せると、 3万円で買い取ると言った。安すぎると
思ったが、しつこく説得されて、断りきれずにお金を
受け取ってしまった。やはり返品してもらいたいと思
い、翌日業者に電話をしたが、「返品できない。」と断
られた。どうにかならないか。 （70歳代・女性）
≪アドバイス≫
消費者がお金を払うのではなく、お金をもらって売
却しているので、クーリング・オフ制度の対象ではあ
りません。相場の知識のない消費者が業者の言いなり
に安く買い取られる事例もあります。いったん売り渡
してしまうと品物を取り戻すのは困難ですから、買い
取ってもらうつもりがなければ、玄関から中に入れず
にキッパリ断りましょう。断ってもしつこく居座った
り、怖い思いをしたときは警察を呼びましょう。また、

あらかじめ消費者の家に電話して来訪する業者もあり
ます。一人で対応すると、根負けして売ってしまうこ
ともあるので、家族や近所の人に同席してもらうなど
しましょう。
一度使用された貴金属などの古物を扱う業者は「古
物商許可証」や「古物行商従業者証」を携帯し、取引
相手に求められれば提示しなければなりませんから、
少なくとも訪問業者の用件、住所と電話番号を確認
し、古物商許可証等の提示を求めて、その内容をメモ
しておきましょう。それに対応できない業者とは取引
しないことです。

■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）

突然訪問した買取業者に貴金属を
安く買い取られた

就職応援します

8／16・23・30
9／ 6（火）
12：30～16：30

①8／16（火）、9／6（火）
18：00～19：50
（尾道）
②8／24（水）
17：40～19：30
（因島）

月～金曜日
8：30～17：15
（祝日を除く）

8／24（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
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）

■国際交流ボランティアの活動内容
○国際交流行事のサポート（語学力不要）
○語学が得意な場合は翻訳や通訳のサポート（個人
の語学力のレベルにより依頼内容も変わります。）
【過去の例】浴衣の着付けサポート、市内観光案
内看板の韓国語翻訳など

■ホームステイ受入ボランティアの活動内容
○海外からの留学生や、国際交流行事に伴う海外か
らの尾道訪問者をホストファミリーとして自宅で
受け入れ、家族の一員として共に生活する（語学
力不要）
【過去の例】2010年ASEAN10カ国混成高校生訪日
団を 2泊 3日で受入など

登録方法 秘書広報課広報広聴係にある登録用紙
（市ホームページからダウンロードも可）を提出
秘書広報課広報広聴係
（10848－25－7395 50848－25－7294）
koho@city.onomichi.hiroshima.jp

ボランティア登録募集
国際交流・ホームステイ受入
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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

■陶酔のパリ・モンマルトル　1880ー1910
　シャ・ノワールをめぐるキャバレー文化と芸術家たち
◇開催中、 9 月25日（日）まで  ※ 8 月16日（火）は20：00まで開館
観覧料　大人700円、高校・大学生500円、中学生以下無料

■常設展Ⅱ　◇開催中、 8 月31日（水）まで
■特別展  「圓鍔勝三・松岡高則」―郷土の作家―
◇ 9月 6日（火）～12月11日（日）
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

■ふるさと瀬戸内とシルクロードⅡ
◇開催中、 9 月19日（祝）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）

■― 人 ― 授業作品展　　　■小林和作常設展
◇ 8 月27日（土）～ 9 月19日（祝）　観覧料　無料

■コレクション展「Cafe風景の内側、人々の交歓」
◇開催中、 8 月28日（日）まで
観覧料　一般500円、市内学生・小学生以下無料

■夏季常設展2011　◇開催中、 9 月 4 日（日）まで
観覧料　大人 1,200円、高校生 700円、中学生以下無料

■第16回企画展示「尾道と大阪～二つの土地を繋ぐ歴史物語～」
◇開催中、11月23日（祝）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。）

時　間
休館日

10：00～17：00（入館は16：30まで）
火曜日（祝日は開館）

■新たに発見された秀策揮毫の碁盤展示中
観覧料　大人 300円、中学生以下無料

（　0848-37-6555）
時　間
休館日

10：00～18：00（入館は17：30まで）
会期中無休

■特別展「知られざる尾道仏教美術―向島編」　
◇開催中、 9 月19日（祝）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

メッセンジャー養成講座②（6回シリーズ）
今回は、「尾道」を深く掘り下げて、独自の楽しみ方

をしているお二人の講師をお迎えし、「尾道」を深く知る
ための方法についてお話しいただきます。尾道のメッセ
ンジャー（情報伝達人）を目指して、一緒に学びませんか。
■第2回（基礎編） 尾道のおもしろさってなに？
～尾道の魅力を知る、学ぶ～
日　時 8 月26日（金）18：30～20：00（参加無料）
場　所 尾道商業会議所記念館議場
講　師 加藤慈然さん（尾道観光協会理事）

林　良司さん（尾道学研究会企画事務局）
生涯学習課（10848－20－7444）

週末のひとときを大画面の映画でお楽しみください

みつぎ映画まつり

上 映 日 8 月20日（土）
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）
文化施設課（10848－25－4073）
御調支所住民課（10848－76－2111）

上映作品　半落ち

おのみち市民大学

平山郁夫美術館の催し
■美術館セミナー「岡倉天心」
日時 8 月29日（月）19：00～20：00
講師 平山助成（館長）
参加費 1,000円（入館料・飲物付）
■第10回キャラバン講座「平山郁夫と東京芸術大学」
日時 9 月 9 日（金）13：30～15：00
場所 しまなみ交流館
内容 尾道大学日本画コースの先生を交えてのクロストーク
講師 小田野尚之（尾道大学教授）

中村　譲（尾道大学准教授）
参加費 200円（資料代）
■館長ギャラリートーク（出展作品の解説）
日時 8 月14日（日）・28日（日）13：30～（予定）
講師 平山助成（館長）
平山郁夫美術館（10845－27－3800）
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表紙は、尾道大学生がデザインしています。

弁護士相談（要予約）
法律相談全般
（※受付は 8 月17日から。先着順）

2日（金）
5日（月）
7日（水）
16日（金）

御調支所
尾道市役所（13：00～15：00）
向島支所
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

1日（木）
9日（金）
12日（月）

因島総合支所
瀬戸田支所
尾道市役所

※行政相談委員が対応

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

13日（火）
15日（木）
20日（火）
21日（水）

向島支所
御調支所
尾道市役所
因島総合支所

秘書広報課広報広聴係
（10848－25－7395）

申問

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

14日（水）
26日（月）
27日（火）

因島総合支所
尾道市役所
瀬戸田支所

※人権擁護委員が対応場所 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）

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＝8／31（水）

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

尾道市内の交通事故（7月28日現在）
はんしゃざい わたしはここと しらせてる

件数 死者 負傷者

平成23年 366 1 451

昨　　年 353 3 423

9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 21日（水）

東部ブロック警戒日 30日（金）

水軍まつり
因島の水軍まつりは、島まつり、火まつり、海まつ
りの三部構成ですが、なかでも印象深いのは海まつ
りの小早レースです。
小早は太鼓でリズムをとるところが面白いと思いま
す。子どもの頃の小早体験で、漕ぎ手の息が合わな
いと櫂は重く、逆に息が合うと軽かったことを覚え
ています。太鼓は重要な役割をしているんですね。

尾道大学美術学科
デザインコース4年
松浦瑞恵

尾道市教育委員会では、平成24
年尾道市成人式をびんご運動公園
メインアリーナで開催します。
対象者で、尾道市に住民登録、

外国人登録がある人には、12月初
旬頃に案内状を郵送します。な
お、市外に住民登録または外国人
登録がある人でも、成人式に参加
を希望する人は、往復はがきで申
し込むことができます。

詳しくは、広報11月号でお知ら
せします。
日時 平成24年 1月 8日（日）午後（予定）
場所 びんご運動公園健康スポー

ツセンター（メインアリーナ）
対象 平成 3年（1991年）4月 2日

から平成 4年（1992年）4月
1 日までに生まれた人

生涯学習課生涯学習係
（10848－25－7362 50848－37－3004）
shogai@city.onomichi.hiroshima.jp

平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式平成24年尾道市成人式


