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因島勤労青少年ホームの教室

■クリスマスリース・生花アレンジ教室
日時　12月12日（月）19：00〜21：00
対象　市内在住か勤務先のある人
講師　宮脇香代さん
材料費　3,150円〜（利連協未登録者

別途500円）
定員　20人

因島勤労青少年ホーム
　（☎0845−24−1228／水曜休館）

広島県国際交流協会11月・12月例会

日時　11月20日（日）13：00〜16：00
内容　歌「ばら（The Rose）」、ディ

スカッション「癌の遺伝子治療に
期待する」、講演「アルバニアの
観光事業について（講演者：エニ
アン・セラさん）」
松浦宅ラウンジ（☎0848−37−3518）
http://www.geocities.jp/matsuuras2000/

ひとり親家庭の親子交流会
〜にこにこクッキング〜

日時　12月 4 日（日）10：00〜13：00
場所　総合福祉センター
内容　チキントマトのスパゲティと

簡単クリスマスケーキを作ります。
対象　ひとり親家庭の親子
定員　10組
持参物　エプロン、三角巾、台ふき、

ふきん、お茶
参加費　一人200円
申込期限　12月 1 日（木）

尾道市母子福祉センター
　　（☎0848−22−8385）

ひとり親家庭・寡婦の皆さんの
一日総合相談会

　就職問題や職場の人間関係、養育
費や児童扶養手当など、ひとり親家
庭・寡婦の皆さんをとりまく困りご
とについて、一日総合相談会を開催
します。経験豊かな就業支援員・就
業相談員が相談に応じます。離婚を
考えている人の離婚前相談にも応じ
ます。気軽にご相談ください。（相
談無料）
日時　12月10日（土）10：00〜15：00
　　　（12：00〜13：00を除く）

場所　公会堂別館
相談時間　一人約50分
対象　ひとり親家庭の母・父、寡婦
定員　 8 人（要申込）
申込方法　事前に電話で申込

広島県母子家庭等就業・自立支
援センター

　（☎082−249−7149／9：00〜17：00）

司法書士による無料法律相談会

日時　12月11日（日）10：00〜16：00
場所　御調文化会館（申込不要）
内容　相続・遺言・遺産分割、成年

後見、不動産・会社・法人の登
記、裁判、少額訴訟、クレジット・
サラ金等の借金のお悩み、近隣関
係、夫婦・親子関係、悪質商法被
害、交通事故、その他司法書士が
相談を受けることのできる法律問
題全般
広島司法書士会事務局

　（☎082−221−5345）

行政書士無料相談会

日時　11月27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ほか
広島県行政書士会尾道支部

　（小川　☎0848−48−2608）

消費者金融・クレジットなどの債務
返済にお困りの皆さん
消費生活金融相談会

　多重債務の債務整理、金融トラブ
ルなどの解決に、弁護士、司法書士
が無料で相談に応じます。（要申込）
■尾道会場
日時　11月27日（日）、12月11日（日）
　　　10：00〜16：00　
場所　尾道市消費生活センター
　　　（市役所分庁舎）
■因島会場
日時　12月 4 日（日）10：00〜16：00
場所　因島市民会館中ホール
申込方法　各会場とも電話で申込
　　　　　（先着順）

尾道市消費生活センター
　　（☎0848−37−4848）

全国一斉「女性の人権ホット
ライン」強化週間

　広島法務局と広島県人権擁護委員
連合会は、男女差別やＤＶなど、女
性をめぐるさまざまな人権問題を積
極的に把握し、問題解決のために援
助する専用電話相談「女性の人権
ホットライン」を常時開設していま
す。
　11月14日（月）〜20日（日）は、全国一
斉強化週間とし、相談時間を延長し
て電話相談に応じます。
電話番号　☎0570−070−810
相談時間　期間中は 8 ：30〜19：00ま

で延長（土・日曜は10：00〜17：00）

後期消防設備士試験

　消防法第17条の 9 第 1 項の規定
により、広島県知事から消防試験研
究センターに委任された消防設備士
試験が実施されます｡
試験日・受験地
　平成24年 2 月12日（日）：広島市
　平成24年 2 月19日（日）：福山市
試験の種類・受験資格
　甲種消防設備士：資格が必要
　乙種消防設備士：特別な資格は不要
受験願書・受験案内等配布場所

消防局予防課、尾道・尾道西・因
島消防署、向島・北・御調・瀬戸
田分署、因北出張所

※各署が業務のため不在のときは、
消防局予防課へ（ 8 ：30〜17：15／
土・日・祝日を除く）
受験手数料
　甲種5,000円、乙種3,400円
受験願書受付期間
　電子申請：12月 2 日（金）〜16日（金）
　書面申請：12月 5 日（月）〜19日（月）
受験願書提出先　㈶消防試験研究セ

ンター広島県支部
※消防局予防課・各消防署では受付

していません。
㈶消防試験研究センター広島県

支部（☎082−223−7474）
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　私の祖母は、写真結婚でカナダ
に移住するまで尾道で生まれ育ち
ました。日系 3 世の私は、尾道と
の繋がりを持てたことを非常に幸
運なことだと思っています。
　尾道の多くの人の支援により、
これまで映画「おばあちゃんのガー
デ ン 」 や「A Sense of Onomichi」
を制作したり、国際交流事業を行っ
たり、ユニークな事業を行ってきました。そして今回も、
若者が震災と復興について思いを表現する場を提供す
る東北プロジェクトのために、尾道の人たちが協力し
てくださっています。これは “カナダ−東北 キッズメッ
セージキルト”という事業で、すべてはあの大きな地震
と津波について聞いた 3 月11日の夜に私がカナダで見
た、子どもたちの夢から始まりました。
　震災翌日、ある日本人のお母さんと電話で話したの
ですが、地震で揺れた時、真っ先に「幼稚園へ行って
娘を探さなくては」と考え、ようやく幼稚園へたどり
ついた時、娘は床の上でうめきながらショックで繰り
返し頭を揺さぶっていたそうです。バンクーバーにい
る私の孫たちも、なぜ日本で津波が起きたのか、日本
の子どもたちはこの後どうなるのかと聞いてきました。
子どもたちはReact（何か起こった時に自然に感じてし
まう感情、とっさの反応）していたのです。ここからこ
のプロジェクトは始まりました。
　 3 月〜 5 月末、850人以上のカナダの若者が日本と
東北のため布に絵やメッセージを描き、縫い合わし、 2 

枚の大きなキルトを作成しました。 6 月、私はこのキ
ルトを持って、閖上、石巻、名取、仙台、七ヶ浜、女
川等東北各地の学校や避難所、仮設住宅などを訪問し
ましたが、東北の皆さんの笑顔や感謝の言葉、明日へ
の希望に心を打たれ、発奮興起させられました。また、
東北の若者たちにも文字や絵で布の上に思いを表現し
てもらいました。
　 6 月末〜 9 月末、キルトは宮城、岩手、福島を巡り、
そこでさらに750以上の布絵手紙が集まり、それらす
べては10月、尾道の人たちの手で 7 枚の大きなキルト
に仕上げられました。このキルトは、12月13日まで東
京のカナダ大使館高円宮記念ギャラリーで公開されて
おり、その後国内を数箇所巡ったのちカナダへと渡り
ます。
　今回使った生地は、尾道の人が寄付して切り分け、
絵の具等の備品はバンクーバーの高校生やブリティッ
シュコロンビアの企業が寄付してくださいました。こ
の事業は、多くの人の支援により実現されていますが、
誰かのために役立とうとする人が集まった時、大きな
ことを成し遂げることができるということを実証して
いると思います。
　私たちは、この事業が復興への道のりのためには長
期的な支援が必要だと、日本や世界の人たちが改めて
認識する機会になればと
願っています。東北の復
興は、みんなの未来です。
　最後に、この事業実現
に協力してくださった多
くの人たちへ―心の底か
ら“ありがとう尾道！ ”と
言いたいです！

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）

THANK YOU ONOMICHI
リンダ・オオハマ（カナダ）

《人権講演会》
日時　平成24年1月9日（祝） 13：30～（12：30開場）
場所　しまなみ交流館ホール
演題　戦場の現場から祈りを捧ぐ
　　　〜命の大切さ 互いを愛し、敬いあうこと〜
講師　渡部陽一さん（戦場カメラマン・ジャーナリスト）
定員　650人（申込者多数の場合抽選）
※手話通訳・託児あり
入場料　無料（ただし、入場整理券が必要）
申込方法　12月 2 日（金）までに、往復はがきの往信欄

裏面に「①郵便番号②住所③名前④年齢⑤電話番号
⑥参加希望人数（はがき 1 枚につき 2 人まで）」、返

信欄表面に「申込者の宛名」を
記入のうえ郵送（必着）

※講演会の間、未就学児で託児が
必要な人は「⑦子どもの名前⑧
子どもの年齢」も合わせて記入
し「託児希望」と朱書きしてください。（託児定員：
30人）

※申込人数が 3 人以上の場合は、封書で必要事項を
記入したものと、返信用はがきを必要枚数同封し
て申し込むこともできます。

※後日、入場整理券を送付します。
〒722−0041　尾道市防地町26−24　人権推進課

　　「人権講演会係」（☎0848−37−2631）

内容　人権標語・絵手紙・書など（市民からの応募）、保育所・幼稚園・小学校・中学校の子どもたちの作品
12月2日（金）～11日（日）／フジグラン尾道3階《人権展》

　二度の世界大戦による惨禍と人権抑圧に対する反省から、昭和23年（1948年）12月10日、第 3 回国連総会で「世
界人権宣言」が採択されました。日本では、昭和24年（1949年）からこの日を最終日とする一週間を「人権週間」
としています。
　尾道市、広島法務局尾道支局、尾道人権擁護委員協議会でも、街頭啓発、人権展・人権講
演会など、協力して啓発活動を展開し、人権尊重思想の普及高揚を呼びかけています。

第24回「いのち・愛・おのみち」人権講演会・人権展

12月4日～10日は「人権週間」です
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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 12／  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～ 12／20（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や、あそび

方や関わり方の紹介など

子
育
て
支
援
講
座

子育て支援講座
～子どもと出来る心の応急手当～ 12／  2（金）10：00～11：30 先着25組 11／22

13：30～

へこんだり傷ついたりした子どもへ、パパとママが小さいときから
できる心の応急手当についての話。講師：ＣＡＰおのみち。対象：
概ね1歳からのお子さんと保護者※託児はありますが、お子さんの
ようすを見て保護者にお返しすることもあります。

赤ちゃんと離乳食 12／  6（火）10：00～12：00 先着12組 11／28
13：30～

煮物を取り分けて離乳食にする簡単な方法の調理実習です。（一家族
150円程度）　※託児はありませんが、お子さんを連れての参加可

みつぎｄｅあそぼう！ 12／14（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、
パネルシアターなど　※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　

はいはいランド 12／16（金）13：30～15：00 先着25組 12／2
13：30～

発熱時の対処法、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

おのみち子育て支援センターと、おのみちファミリー・サポート・センターは、尾道市人権文化センター内（防地町）に移転しました。
※毎日、子育てについての相談を受け付けています。（電話・来所・個別相談可）
※上記以外でも支援講座を開催しています。支援センター通信等をご覧のうえお申し込みください。
※おのみちファミリー・サポート・センター（ファミサポ）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。（☎0848−37−2415）

（　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 12／19（月）10：00～11：30 先着 1 組 受付中 未就学のお子さんと保護者。お子さんのことだけではなく家族・友だち
のことなど安心してご相談ください。相談員：遠藤優子さん（臨床心理士）

ふれあい発達相談 12／20（火）10：00～11：30 先着 1 組 受付中 未就学のお子さんと保護者。落ちつきがない、よく泣く、はいはい
をしないなど気になっていませんか。相談員：箱崎文恵さん

子
育
て
支
援
講
座

タッチケア 12／  1（木）10：00～11：30 先着10組 11／17～ 平成23年7 ～ 9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。

クリスマス癒しのコンサート
（鍵盤コンサート）

12／  2（金）10：00～11：00 先着25組 11／18～ 未就学のお子さんと保護者。忙しい毎日、ほっとひと時やさしい音
楽に癒されませんか。講師：田中恭子さん

姿勢のきれいな赤ちゃんに育てよう 12／  6（火）10：00～12：00 先着20組 11／24～
生後6カ月までの赤ちゃんと保護者、妊娠している人。赤ちゃんの
あやし方、おっぱいを飲みやすい抱っこのしかたなど、助産師さん
に聞いてみよう。講師：吉広朱美さん（助産師）

みかんちゃんとリトミック 12／16（金）10：00～10：30 なし 不要 1歳半までのお子さんと保護者。親子で楽しめるリズム遊びです。
講師：村上清美さん

せとだde支援センター 12／16（金）  9：30～11：30 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！

おのみちファミリー・サポート・センター（☎0848−37−2415）

　どんなにひどい虐待を受けても、子ど
もが自らSOSを発することはとても難し
いものです。私たち大人が虐待に気づき、
援助の手を差しのべることが大切です。
　児童虐待が深刻化する中、私たち一人
ひとりに何ができるか、何をしなければ
ならないかを考えてみましょう。
※詳しくは今月号の折込リーフレットを

ご覧ください。
子育て支援課子育て支援係（☎0848−25−7215）

　因島福祉課児童係（☎0845−26−6210）

第9回おのみちファミリー・サポート・センター
研修会＆交流会

守るのは 気づいたあなたの その勇気
11月は「児童虐待防止推進月間」です

　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

（依頼会員）と子育てのお手伝いをし
たい人（提供会員）が、お互いの立場
を尊重し、有償で子育てに関するさ
まざまな援助活動を行って、地域み
んなで子育てを応援することを目的
とした会員組織です。
　研修会・交流会を行いますので、
ぜひご参加ください。

日時　11月29日（火）10：00～12：00
場所　尾道市人権文化センター 3 階
内容　講演、会員の活動報告
　　　意見交流会
演題　昨今の子育て事情と家族支援
講師　田丸尚美さん
　　　（福山市立女子短期大学准教授）
対象　会員、子育てに関心のある人
定員　40人
申込期限　11月25日（金）
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　子ども・若者の健やかな育成、子ども・
若者が社会生活を円滑に営むことができ
るようにするため、地域ぐるみで取り組
みましょう。

　青少年健全育成の実践活動の推進を
はかるとともに、その活動実績が顕著
であった人を表彰します。
日時　11月23日（祝）10：15～12：30
　　　（10：00開場）［終了時刻は予定］
場所　しまなみ交流館
内容　式典、各種表彰
　　　青少年健全育成最優秀作文発表
　　　アトラクション：
　　　　みあがり踊り（御調西小学校）
　　　　吉中太鼓（吉和中学校）

生涯学習課青少年健全育成係
　（☎0848−37−8744）

■青少年健全育成功労表彰被表彰者（敬称略）
●青少年健全育成功労者の部（18人）

岡田敏子、藤本勝子、田頭　朗、半田俊二、仁多田洋章、山本修三、
久留飛盛朗、山口みどり、深津房巨、鷲見　賢、益田　康、芦葭　豊、
江良宗登、細谷光行、綾目　栄、滝川　晃、橋本美智子、高橋利行

●善行青少年の部（3人）
　中田全哉、檜垣俊希、福島　彩
●優良青少年育成団体の部（1団体）
　みあがり保存会
■「少年を守る店」優良店（3店）
　啓文社リサイクル館高須店、セブンイレブン尾道山波町店、
　ととあん
■青少年健全育成作文入賞者（敬称略）
最優秀9人、優秀18人、入選47人（応募数：7,256点）
【小学生の部　最優秀者】しみず みずき（原田小 1 年）、わたなべ りさ（東

生口小 2 年）、塩崎結菜（土堂小 3 年）、伊藤帆海（田熊小 4 年）、
　村田大泰（土生小 5 年）、金　尤ノ（向島中央小 6 年）
【中学生の部　最優秀者】河岡萌楓（瀬戸田中 1 年）、奥村美月（長江中 

2 年）、三瓶桃花（久保中 3 年）
■家族ふれあいデー標語入賞者（敬称略）（応募数：1,002点）
●「家族のふれあい」部門　最優秀 1 人、優秀 2 人、入選 3 人　
【最優秀者】槇　たたえ（高見小 6 年）
●「我が家のルール」部門　最優秀 1 人、優秀 2 人、入選 3 人　
【最優秀者】平谷友佑（向島中央小 5 年）

　平成24年尾道市成人式に該当する人で尾道市に住
民登録、外国人登録がある人には、11月下旬に案内
状を郵送します。
■市外に住民登録または外国人登録がある人で、成人

式に参加を希望する場合は、往復はがきに次の事項
を記入の上、申し込んでください。案内状を発送し
ます。

【往信欄】名前、性別、生年月日、郵便番号、住所、
電話番号、申込理由（案内状の送付先が異なる場合
はその住所等も記載）

【返信欄】案内状送付先の宛名
※案内状が無くても、尾道市出身者で生年月日が対象

者であれば、当日の参加を受け付けます。
■成人式の日程
日時　平成24年 1 月 8 日（日）13：30～14：45
　　　（13：00開場）［終了時刻は予定］
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

内容　式典、記念行事（アトラクション）
■因島・瀬戸田地区からの送迎バスを運行します
発着場所　【因島地区】芸予文化情報センター
　　　　　【瀬戸田地区】瀬戸田市民会館
発車時間　【行き】因島・瀬戸田発 12：00
　　　　　【帰り】会場発 式終了から30分後
※因島・瀬戸田地区の人には、案内状と一緒に送迎バ

ス利用の有無についての調査票を送付しますので、
必要事項を記入のうえ返送してください。

〒722-8501　尾道市久保一丁目15-1　生涯学習課
生涯学習係（☎0848−20−7444　 0848−37−3004）
shogai@city.onomichi.hiroshima.jp

※その他、成人式の案内に関する問い合わせは、次の
窓口でも受け付けます。
因島瀬戸田地域教育課生涯学習係（☎0845−26−6206）

　瀬戸田公民館（☎0845−27−1878）

第47回尾道市青少年健全育成大会
―人の輪で  愛を育てて  まちづくり―

11月は「子ども・若者育成支援強調月間」です 主唱：内閣府

「平成24年尾道市成人式」開催案内を郵送します



28 広報おのみち・平成23年11月
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受付期間　11月10日（木）8：30～11月24日（木）17：15まで
　　　　　（土・日・祝日を除く）
受付場所　①契約管財課（市役所 4 階）
　　　　　②施設管理課（因島総合支所 3 階）
　　　　　③④⑤瀬戸田支所しまおこし課
※郵送・FAXによる申込は受け付けません。
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　11月28日（月）10：00 ～
抽選場所　①市役所 3 階第 1 会議室
　　　　　②因島総合支所 4 階401会議室
　　　　　③④⑤瀬戸田支所多目的会議室
※応募等の詳しい内容は、11月10日（木）の告示または

市ホームページをご覧いただくか、直接電話でお
問い合わせください。
①契約管財課（☎0848−25−7284）

　②因島総合支所施設管理課（☎0845−26−6202）
　③④⑤瀬戸田支所しまおこし課（☎0845−27−2213）

番号 場所 地目 面積 売却価格

①

御調町神字神東113番1
御調町神字神東113番3
御調町神字神東114番

宅地
宅地
宅地

756.37㎡
91.73㎡
831.21㎡

計1,679.31㎡

15,890,000円

②

因島土生町字赤放535番1
因島土生町字赤放535番10
因島土生町字赤放535番11
因島土生町字赤放535番12
因島土生町字赤放535番13

宅地
宅地
宅地
宅地
宅地

166.81㎡
167.89㎡
261.63㎡
305.53㎡
313.53㎡

計1,215.39㎡

21,100,000円

③ 瀬戸田町名荷字井柳290番1 宅地 238.81㎡ 3,829,000円

④ 瀬戸田町名荷字井柳293番3 宅地 213.33㎡ 3,420,000円

⑤ 瀬戸田町名荷字井柳294番1 宅地 256.78㎡ 4,076,000円

2

3
4 5

1

2

3
4 5

1

■これまでの「緊急人材育成支援事業（基金訓練）」が終了
しました

　「求職者支援制度」とは、雇用保険を受給できない求職者
の人が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を
目指すための制度です。（平成23年10月 1 日以降に開講する
訓練の受講者が対象）
●「求職者支援訓練」か「公共職業訓練」を受講できます。
※原則、受講料は無料、テキスト代などは自己負担になります。
●訓練期間中と訓練終了後もハローワークが積極的な就職

支援を行います。
●収入、資産などの一定要件を満たす人に、訓練期間中「職

業訓練受講給付金」を支給します。
ハローワーク尾道（☎0848−23−8609）

　コミュニケーション力は、無理に話し好
きになる必要はなく、人柄や個性をふまえ
て磨いていけばよい能力です。テクニック
を学んで、実際にどのように使いこなせば
よいのかを体験し、身につけてもらいます。
日時　12月 8 日（木）18：30～20：00
場所　公会堂別館
内容　ロールプレイを取り入れた体験型セミナー
対象　就職活動中の人、在職者など
定員　20人程度（要申込）
※さらにステップアップしたい人へ応用編を

平成24年1月25日（水）に開催予定です。
商工課（☎0848−25−7182）

雇用保険を受給できない求職者の皆さんへ

10月から「求職者支援制度」がスタートしました
コミュニケーションアップセミナー【実践編】

～自分の意見を相手に伝える方法～

市有地を売却します市有地を売却します
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就職応援します

11／15・22・29
12／6・13（火）
12：30〜16：30

◆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）

①11／15、12／6・13（火）
　18：00〜19：50
　（尾道）
②11／24（木）
　17：40〜19：30
　（因島）

◆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

因島総合支所しまおこし課（☎0845−26−6212）

月〜金曜日
8：30〜17：15
（祝日を除く）

◆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（☎0845−26−6212）
　　商工課（☎0848−25−7182）

11／16（水）
10：00〜15：00

◆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（☎0848−23−8609）

開催日時など
詳しくはお問
い合わせくだ
さい。

◆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（☎0848−23−8609）

アフガニスタン通貨の取引に注意して！
≪相談内容≫
　知らない業者から「うちは外国の不動産を取引して
いるので、外国通貨を必要としている。あなたのとこ
ろに販売業者から外国通貨の案内が届くと思うので、
あなたの名義で購入してくれれば、 1 割お礼をする。」
と言われた。後日、外国通貨の書類が届いたので、送っ
てきた販売業者に電話すると「 1 口13万円で、あと残
りが120口しかない。」と言われた。買い取ると言って
いる業者に連絡すると、「来月 1 日にお金を持ってい
くので、全部買って欲しい。」と言われた。販売業者に

「全部買い取りたい。お金は来月 1 日に支払う。」と言
うと、「他にも購入希望者がいるので、一部でもお金を
入金してもらいたい。」と言われ、仕方なく月末に10
口分130万円を振り込んだ。後日、アフガニスタン通
貨は10口分届いた。しかし、その後買取業者とは連絡
が取れなくなって、お金ももらっていない。
≪アドバイス≫
　「外国通貨を買った額より高値で買い取る」と持ちか

ける手口です。過去にイラクやスーダンの通貨の事例
もありましたが、最近はアフガニスタン通貨に関する
相談が寄せられています。
　アフガニスタン通貨は日本の銀行では取扱いがない
ため、国内では換金が困難です。勧誘のときには「通
貨を買うことで貨幣価値が上がり、アフガニスタン復
興の支援になる。」「資源豊富な国で、政情も安定して
きたので必ず価値が上がる。」などのセールストークが
使われます。「買い取る」という業者が連絡してきます
が、実行されたケースは一件も確認されていません。
　不審な電話があったら、すぐに相談してください。

■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）

　尾道で新規事業を始めている人、これから頑張
る人、そして頑張る人を応援する人など、どなた
でもご来場いただけます。
　発表者については、市ホームページをご覧いた
だくか、お問い合わせください。
日時　11月29日（火）18：30～
場所　グリーンヒルホテル尾道
内容　第 1 部：新規事業プレゼンテーション（無料）
　　　第 2 部：交流会（会費4,000円※当日徴収）
　　　※第 1 部のみの参加も可
申込方法　11月22日（火）までに、電話かＦＡＸ、Ｅ

メールで申込
尾道商工会議所

　　（☎0848−22−2165　 0848−25−2450）
　　 occi@onomichi-cci.or.jp
　　商工課（☎0848−25−7182　 0848−25−7293）
　　 shoko@city.onomichi.hiroshima.jp

尾道ニュービジネス発表会2011

尾道発のニュービジネスを応援に来ませんか

尾道ニュービジネス発表会2011尾道ニュービジネス発表会2011
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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

■かわぐちかいじ展 ̶マンガ表現とその現場̶
◇開催中、11月27日（日）まで  
観覧料　大人700円、高校・大学生500円、中学生以下無料

■特別展  「圓鍔勝三・松岡高則」̶ 郷土の作家̶
◇開催中、12月11日（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

■秋の展覧会「平山郁夫バーミアンからの熱き思い」
◇開催中、11月23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）

■尾道デザイン作品展2011
◇11月27日（日）～12月18日（日）　　観覧料　無料
●ギャラリートーク　◇12月10日（土）13：00～

■第5回瀬戸内の作家展「高田三徳の世界」
◇開催中、12月25日（日）まで
観覧料　一般500円、中学・高校・大学生100円、市内学生・小学生以下無料

■第60回館蔵品展　近代彫刻の魅力
◇開催中、12月11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）

■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　※ 2 頁に関連記事あり

（　0848-37-6555）
時　間
休館日

10：00～18：00（入館は17：30まで）
会期中無休

■尾道人物伝̶かわぐちかいじの心　
◇開催中、11月27日（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

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
上映作品　デンデラ
上 映 日　11月19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（☎0848−25−4073）
　御調支所住民課（☎0848−76−2111）

旅行期間　平成24年 3 月21日（水）〜26日（月）
旅行代金　一人251,000円（ただし、研修旅行参加者

17人を含む合計20人以上参加時代金）
募集人員　 5 人程度（研修旅行参加者17人と同行）
申込期限　平成24年 1 月27日（金）

21日（水） 関西空港（12：35）〜パリ（17：10）〜オンフ
ルール着 オンフルール泊

22日（木） オンフルール（市役所表敬訪問、ブーダン
美術館等） オンフルール泊

23日（金） オンフルール〜パリ（オルセー美術館、
ノートルダム寺院等） パリ泊

24日（土） パリ市内研修（ルーブル美術館、オラン
ジュリー美術館等） パリ泊

25日（日） パリ発（13：50） 機中泊
26日（月） 関西空港着（8：25）空港にて解散
※関西空港までの往復交通費は別途必要です。添乗

員が尾道出発時から帰国時まで同行します。
※詳しくは、お問い合わせください。
【企画について】

高校生絵のまち尾道四季展実行委員会事務局
　（市立美術館内　☎0848−23−2281）
【旅行に関する申込などについて】
観光庁長官登録旅行業1483号

㈱中国トラベル（朝田　☎0848−23−3355）

パリ・オンフルールの旅

日　　程

第6回高校生絵のまち尾道四季展、尾道賞
受賞者研修旅行の同行者募集

パリ・オンフルールの旅



31広報おのみち・平成23年11月

弁護士相談（要予約）
法律相談全般
（※受付は11月17日から。先着順）

5日（月）
7日（水）
8日（木）
16日（金）

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）

行政相談
国や特殊法人に対する意見、要望
1日（木）
6日（火）
9日（金）
12日（月）

因島総合支所
みつぎいこい会館
瀬戸田支所
尾道市役所

登記相談
土地・建物の登記、会社の登記

14日（水） 因島総合支所

※行政相談委員が対応

※法務局職員が対応

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）
19日（月）
21日（水）

向島支所
瀬戸田支所
尾道市役所
因島総合支所

秘書広報課広報広聴係
（☎0848－25－7395）

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

5日（月）
5日（月）
6日（火）
8日（木）
14日（水）
27日（火）

尾道市役所
向島支所
みつぎいこい会館
瀬戸田支所
因島総合支所
瀬戸田支所

※人権擁護委員が対応

尾道市内の交通事故（10月末日現在）
ぼくはここ  チャイルドシートが  指定席

件数 死者 負傷者

平成23年 548 4 672

昨　　 年 550 5 647

県下一斉警戒日 21日（水）

東部ブロック警戒日 20日（火）

12月の交通事故統計情報
（尾道・因島警察署管内）

今月の納税等
納期限＝11／30（水）

国 民 健 康 保 険 料

介　護　保　険　料

後期高齢者医療保険料

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（☎0848−25−7102）
　因島総合支所市民生活課（☎0845−26−6208）

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

表紙は、尾道大学生がデザインしています。

あなたの力を尾道市消防団で
地域のためにいかしてみませんか
　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）

尾道大学美術学科
デザインコース4年
津田秀美

漁師まち

今回のテーマの場所である吉和地区には、明
るい漁師さんたちがいます。その明るい姿が
印象的だったのでとても陽気な漁師さんたち
をメインに描きました。いただいた魚も最高
に美味しかったです！
いくつになっても仲間っていいものだなと思
いました。


