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【旧尾道・御調・向島地区】清掃事務所
【因島地区（原・洲江含む）】南部清掃事務所
【瀬戸田地区】　　　　　南部清掃事務所瀬戸田分所

問い合わせ先

（　0845-27-0454）
（　0845-24-0432）
（　0848-48-2900）

～毎月1日は「門前清掃の日」です～

引っ越しごみは直接持ち込みしてください
　引っ越しなどで出た一時的な多量ごみは、ごみステーションには出せません。直接、自分で次の施設へ分
別して持ち込むか、収集運搬許可業者に依頼してください。
※受付時間や処理できないものがありますので、持ち込む前に確認してください。
●尾道市クリーンセンター、御調清掃センター、向島クリーンセンター　 清掃事務所（☎0848−48−2900）
●因瀬クリーンセンター、因島リサイクルセンター　 南部清掃事務所（☎0845−24−0432）
●瀬戸田名荷埋立処分地　　　　　　　　　　　　　 南部清掃事務所瀬戸田分所（☎0845−27−0454）

休日のごみ持込受付　対象物は、家庭からのごみです。きちんと分別して持ち込んでください。

※向島クリーンセンター・因島リサイクルセンターは、休日のごみ持込を受け付けません。

施設名 日　　時 備　　考 問い合わせ先
尾道市クリーンセンター  3 ／25（日）  8：30〜12：00 資源物・粗大ごみを含む 清掃事務所　（☎0848−48−2900）
南 部 清 掃 事 務 所  3 ／25（日）  8：30〜12：00 粗大・もやせないごみ（不燃）を含む 南部清掃事務所（☎0845−24−0432）

瀬戸田名荷埋立処分地
 4 ／ 1 （日）  8：30〜12：00

（※特別に受付します。4月か
ら 第 4 日 曜 日 8：30〜12：00
に変わります。）

生ごみを除く
南部清掃事務所瀬戸田分所
　　　　　　（☎0845−27−0454）

【当日】瀬戸田名荷埋立処分地
　　　　　　（☎0845−27−4810）

引っ越しのときはごみ分別ルールを確かめてください
　他の市町村から引っ越してきた人は、転入手続の窓口で受け取った分別ガイ
ド等の資料で、ごみの分け方・出し方・収集日を確認してください。
　また、合併により尾道市内でも地域によって分け方・収集日が異なることが
ありますので、市内での転居の場合もご注意ください。

（※マンション・アパート・寮などの管理者は、入居者に周知徹底してください。）

旧尾道地域のマンション・アパート・寮などの管理者の皆さんへ
　資源物回収日、休日収集日・休日ごみ持込受付日のカレンダーを清掃事務所で配布しますのでお越しくだ
さい。収集日を入居者に周知徹底してください。
　カレンダー準備の都合がありますので、事前に清掃事務所（☎0848−48−2900）に連絡してください。

旧尾道・御調町・向島町の「し尿収集」の日程
　 3 月23日（金）〜25日（日）の「し尿処理場緊急工事」のため、し尿収集の日程を変更する場合があります。
　詳しくは収集業者にご確認ください。

カセットコンロのガスボンベの出し方は
　カセットコンロのガスボンベは、中身を使い切って穴を開け、定められた収集
日に出してください。（収集日等は、広報おのみち 1 月号16頁をご覧ください。）
※ガスが残っているか分からない場合は、屋外の・火の気のない・風通しの良い

場所で、ガスボンベの先端を下にし、先端部をコンクリートなどに押し付けて
ガスを抜いたのち、穴を開けてください。

3月20日（春分の日）は、次の地域で燃やせるごみ（可燃）を収集します（ごみ持込受付はありません。）
旧尾道地区（下記を除く地域） 燃やせるごみが火・金曜日の地域
因 島 地 区 燃やせるごみが火・金曜日の地域
瀬戸田地区 名荷、林、田高根、荻、宮原、御寺、垂水（燃やせるごみが火・金曜日の地域）
御 調 地 区 菅野、河内、大和

向 島 地 区 田尻、江郷、江奥、干汐、津部田、有井、道越、立花、岩子島
（燃やせるごみが火・金曜日の地域）
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3／18（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

3／22（木）
10：15〜14：00

フリースで布ぞうりをつくろう
費用：400円、定員：10人
持参物：フリース 1 着分、はさみ、お弁当

3／23（金）
3／24（土）

出張販売＆リサイクル教室「春の小物をつくろう」
費用：350円、持参物：裁縫道具

（リサイクル教室　10：00〜）
 3 ／23（金） 9 ：00〜12：00　ゆきひろメイト店
 3 ／24（土） 9 ：00〜12：00　ええじゃん尾道（東尾道）

3／27（火）〜
　　　4／8（日）

制服まつり
［卒業やサイズが合わなくなった制服・体操服
をご寄贈ください。］

（　0848-48-2212）10:00～16:30／ 月・祝日休館

3／28（水）
10：15〜12：00

Kid’sトールペイント教室
費用：300円、定員：10人、持参物：エプロン

 3 ／28（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）

4 ／ 1 （日）
10：00〜15：00

フリーマーケット
［出店者募集］出店料：1 区画1,000円、募集数：10店

4 ／ 5 （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（補助金利用の場合300円）
定員：20人、持参物：ダンボール 2 個

 4 ／ 7 （土）
 4 ／10（火）
 4 ／11（水）
 4 ／13（金）

出張販売＆リサイクル教室
「端午の節句の小物をつくろう」
費用：350円、持参物：裁縫道具

（リサイクル教室　御調・向島10：30〜、瀬戸田・因島13：15〜）
 4 ／ 7 （土）10：00〜15：00　尾道市民センターむかいしま
 4 ／10（火）10：30〜15：00　因島総合支所前駐車場
 4 ／11（水）10：30〜15：00　瀬戸田市民会館前駐車場
 4 ／13（金）10：00〜15：00　道の駅クロスロードみつぎ

4／10（火）〜 22（日） リサイクルセール

　自転車の交通事故が多発しています。気軽な乗り
物ですが、ルールやマナーを守らず乗ると危険な乗
り物になってしまいます。自転車も車の仲間。常日
頃から、ルールやマナーをきちんと守り、“クール”
な（＝かっこいい）運転に心がけましょう。
●安全に乗用できていますか。確認してみましょう。
□自分の体に合った自転車に乗っていますか。
□定期的に自転車の整備点検をしていますか。
□自転車安全利用五則を実践していますか。

【自転車安全利用五則】
 1．自転車は車道が原則、歩道は例外
 2．車道は左側を通行
 3．歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行
 4．安全ルールを守る
 5．子どもはヘルメットを着用
　歩道と車道の区別があるところでは、車道通行が
原則です。しかし、運転者が高齢者や児童・幼児等
であるときや、安全を確保するためやむを得ないと
認められるときなどの場合は、例外として普通自転
車は歩道を通行することができます。
※ただし、自転車は歩道の中央から車道寄りの部分

を徐行し、歩行者の通行を妨げることとなるとき
は一時停止しなければいけません。

●危険な乗り方をしていませんか
　二人乗り、手放し・片手運転、運転中の携帯電話

やヘッドホンの使用、傘差し運転、ジグザグ運転、
並進、無灯火、信号無視、一時不停止、飲酒運転な
どは、事故やケガを引き起こす危険性の高い禁止行
為です。絶対にしないでください。
●自転車に上手に乗れる人とは
　ルールやマナーを守り、発進・停止・右折・左折
が正しくできる人です。
●車のドライバーへお願い
　「自転車は車両で、車道を共有する仲間」と再認
識してください。

○踏切では、横断前に必ず左右の
確認をしてから渡りましょう。

○警報機が鳴ったら、絶対に進入
しないで待ちましょう。

○踏切内は、でこぼこがあるので、
気をつけて渡りましょう。

○踏切以外の場所で線路を横切ったり、線路の
中で遊んだりすることは、大変危険です。

　絶対にやめてください。

踏切の横断に注意してください

総務課生活安全係（☎0848−25−7216）

クールに運転していますか
〜自転車のルールとマナー〜
クールに運転していますか
〜自転車のルールとマナー〜
クールに運転していますか
〜自転車のルールとマナー〜

公会堂別館に、11人乗りの乗用エレベーターを設置しましたので
ご利用ください。

公会堂別館にエレベーターができました！公会堂別館にエレベーターができました！



20 広報おのみち・平成24年3月

申請締め切り間近！子ども手当

　平成23年10月分以降の子ども手当
の申請用紙は、昨年11月頃に郵送し
ています。用紙をなくした人は、印
鑑・保険証を持って子育て支援課ま
たは各支所窓口へお越しください。
提出期限　 3 月30日（金）必着
※期限を過ぎた場合、平成23年10月

分以降の手当は支給されません。
※新たに子どもが生まれた人、転入

した人は、出生（転入）日から必ず
15日以内に申請窓口で手続きをし
てください。

※ 3 月は異動の多い時期です。転出
する人、公務員になった人、公務
員でなくなった人も手続きが必要
です。
子育て支援課児童福祉係

　（☎0848−25−7113）

森林の所有者届出制度が
4月からスタートします

　昨年 4 月の森林法改正により、今
年 4 月以降、森林の土地の所有者と
なった人は市町村長への事後届出が
義務付けられました。
届出対象　個人・法人を問わず、売

買や相続等により森林の土地を新
たに取得した人は、面積に関わら
ず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく
土地売買契約の届出を提出してい
る人は対象外です。
届出期間　土地の所有者となった日

から90日以内に、取得した土地の
ある市町村の長に届出をしてくだ
さい。
届出事項　届出書には、届出者と前

所有者の住所・名前、所有者となっ
た年月日、所有権移転の原因、土
地の所在場所・面積とともに、土
地の用途等を記載します。添付書
類として、登記事項証明書（写し
も可）か土地売買契約書など権利
を取得したことが分かる書類の写

し、土地の位置を示す図面が必要
です。

※上記は平成23年12月段階の検討内
容です。詳しくはお問い合わせく
ださい。
農林水産課（☎0848−25−7212）

　広島県林業課（☎082−513−3683）

屋外広告物（看板）を出すときは
許可申請が必要です

　市では、屋外広告物法により、屋
外広告物を掲出するための規制を条
例で定めています。
○屋外広告物の設置を予定している

人は、あらかじめ申請をしてくだ
さい。

○許可期間は1年以内です。期間が
終わった後も継続して設置する場
合は、更新の申請をしてください。

○申請をするときは、屋外広告物の
表示面積に応じて申請手数料がか
かります。

○自分の店舗や敷地に、その店名や
事業内容などについて表示すると
きも申請が必要です。ただし、表
示面積によっては不要になる場合
があります。

○許可を受けずに設置したり、条例
で禁止されている場所に設置した
りすると、条例による罰則を受け
ることがあります。

　景観を守り、住みよいまちづくり

●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）

●住民異動届について
　住民基本台帳制度により、尾道市では、住民に関す
る正確な記録が行われるよう日々努めています。住所
の変更等は、原則として住民の皆さんからの届出によ
り把握する必要があります。そのため、法律により転
入・転居・転出等の住所異動の届出が義務付けられて
います。届出をしないと、選挙のお知らせや健康保険・
各種福祉関係の行政サービスなどに影響を及ぼすこと
がありますので、必ず届出をお願いします。
◎住所が変わる人は、住民異動（転入・転居・転出）の
届出が必要です。

　異動後は、14日以内に手続きをしてください。
手続きの方法
①他の市区町村⇒尾道市…転入届

前住所地で受け取った「転出証明書」を持って、市

民課か各支所で転入手続きをする。
②尾道市内⇒尾道市内…転居届
　市民課か各支所で転居手続きをする。
③尾道市⇒他の市区町村…転出届

市民課か各支所で転出手続きを行い「転出証明書」
を受け取る。（転出証明書の発行は郵送でも手続き
ができます。お問い合わせください。）

※代理の人が手続きをする場合は、委任状等が必要です。
※手続きに来る人の本人確認をしていますので、運転

免許証や健康保険証等をご持参ください。

■3月20日（祝）と4月1日（日）・7日（土）・8日（日）は
　休日でも窓口で住所異動手続ができます

仕事等で平日に手続きが困難な人は、ぜひご利
用ください。

　　場所：本庁市民課、因島総合支所市民生活課

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

住所の異動届はお早めに！住所の異動届はお早めに！

期限（3月30日）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。
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☎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

のため、ご協力をお願いします。
　詳しくはお問い合わせください。

まちづくり推進課
 　　（☎0848−25−7222）
　　因島総合支所施設管理課
　　（☎0845−26−6202）
　　瀬戸田支所しまおこし課
　　（☎0845−27−2213）

メールで災害情報を
お知らせします

　市では、東日本大震災を踏まえ、
迅速に災害情報を伝えるため、ソフ
トバンクモバイル㈱「緊急速報メー
ルサービス」と、KDDI㈱「 緊急速報
メール  災害・避難情報」を導入しま
した。（NTTドコモは昨年運用開始）
配信内容　避難・津波に関する情報、

その他緊急・重要な情報
※対応機種や受信設定など、詳しく

は各会社窓口かホームページでご
確認ください。
総務課（☎0848−25−7216）

放送の試験電波でテレビの
混信障害が起きたら

　平成24年春から「携帯端末向け
マルチメディア放送」のサービスが
始まります。 4 月初旬より試験電波
を発射するため、地上デジタル放送

（ＮＨＫ総合、ＮＨＫ教育）とケーブ
ルテレビのデジアナ変換チャンネル

（10、11、12チャンネル）の映りが悪
くなる可能性があります。
　その際は、下記の対策センター（フ
リーダイヤル）へご連絡ください。
受付時間　 9：00〜17：00

モバキャス受信障害対策センター
　（☎0120−355−411）

犬は必ずつないで飼いましょう
〜犬の飼い方のマナー〜

　広島県動物愛護管理条例で、犬の
放し飼いは禁止されています。
　犬を放すと、周囲の人に危害を加
えたり、他人の家の庭や畑を勝手に
荒らしたりして多くの人に迷惑をか
けます。犬を飼う場合は、必ずつな
いで飼いましょう。

■飼い犬の散歩のマナー
　犬を散歩させる時や、公園等で運
動させる場合、必ず引き綱等で犬を
つないでください。また、飼い犬の
ふん尿の始末は最低限のマナーで
す。ふんは必ず持ち帰って処理を行
うようにしましょう。
■飼い犬が人をかんだときは
　飼い犬が人をかんだ場合、犬の飼
い主は、広島県へ届出をすることが
義務付けられています。ただちに、
広島県動物愛護センターにご連絡く
ださい。
　世の中には、犬の好きな人たちば
かりではありません。他人に迷惑を
かけたり、危害を加えることのない
よう気をつけましょう。

広島県動物愛護センター
　（☎0848−86−6511）

（剪定枝葉チップ土壌改良剤）
おのみちグリーン

　植木剪定の枝葉等をチップ化し、
天然の土壌改良剤を作りました。
価格　袋詰品20リットル（約10kg）

200円（配達5袋以上1袋300円）、バ
ラ積品（現地販売）軽トラ 1 車平積 

2,800円（配達料1,400円）
尾道市シルバー人材センター

　（☎0848−20−7700）

平成24年度 鞆航路の運航

　期間限定で、尾道港から十四日元
町（市役所西側の桟橋）を経由して鞆
港まで就航します。
運航期間　 3 月17日（土）〜11月25日（日）

の土・日・祝日
※悪天候で欠航する場合があります。
時刻

料金（片道）　大人一人1,500円
　　　　　　小人一人750円
※往復割引はありません。15人以上

での乗船は団体割引があります。
瀬戸内クルージング

　（☎0865−62−2856）

　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。
●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。

〒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）

幼稚園・保育所で働きませんか
臨時職員（幼稚園教諭・保育士）の登録者募集

尾道駅前 十四日元町 鞆
10：00
13：20
15：20

10：05
13：25
15：25

10：53
14：13
16：13

鞆 十四日元町 尾道駅前
11：00
14：15
16：15

11：49
15：04
17：04

11：53
15：08
17：08

→　　　 　→
→　　　 　→
→　　　 　→

→　　　 　→
→　　　 　→
→　　　 　→
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尾道「てっぱん」推進協議会での
鉄板台の貸出を終了します

　多くの皆さ
んにご活用い
ただいた鉄板
台について、
協議会での貸出運営（運搬対応）を、
 3 月31日で終了します。
　 4 月以降も地域のまちづくり等で
ご活用いただけるように、新しい貸
出運営について調整しています。
　詳しくは、広報おのみち 4 月号で
お知らせします。

政策企画課（☎0848−25−7316）

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）

因島アメニティ公園「苗芝づく
り・芝植えボランティア募集」

　鳥取方式で芝を植えます。公園づ
くりに参加しませんか。
①苗芝づくり
日時　 3 月26日（月） 9：00〜11：00
場所　旧三庄中学校グラウンド
申込期限　 3 月21日（水）
②芝植え
日時　 6 月17日（日） 9：00〜11：30
場所　因島アメニティ公園　
申込期限　 6 月 1 日（金）
持参物　ハンドスコップ、軍手、お

茶、タオル
因島総合支所しまおこし課

　　（☎0845−26−6212）

第2回トイレがきれいじゃん
参加者募集

日時　 3 月18日（日） 8：00〜12：00
※雨天決行
場所　千光寺公園ふれあい広場
内容　公衆トイレの清掃、美化活動
参加料　大人500円、中学生以下300円
　（昼食・傷害保険代含む）

尾道観光協会（☎0848−37−9736）

国税専門官募集

受験資格　昭和57年 4 月 2 日〜平成
3 年 4 月 1 日生まれの人など
試験の程度　大学卒業程度
申込方法　 4 月12日（木）までにイン

ターネットで申込［郵送・持参の
場合は 4 月 3 日（火）まで］

※詳しくは国税庁ホームページをご
覧ください。
広島国税局（☎082−221−9211）

自衛隊募集

申込期限　 4 月27日（金）
■幹部候補生［試験日：5月12日（土）］
資格　平成25年4月1日現在で、一般・

技術は22歳以上26歳未満の人、歯
科・薬剤科は大学正規課程修了（見
込み含む）で20歳以上30歳未満（薬
剤科は20歳以上28歳未満）の人など

■幹部自衛官［試験日：5月18日（金）］
資格　医師・歯科医師免許を取得し

ており、条件を満たす人
自衛隊広島地方協力本部尾道出張所

　（☎0848−22−6942）

尾道美術協会付設絵画研究所
本科生募集

日時　第 1 ・第 3 土・日曜
　　　18：30〜20：30
場所　おのみち生涯学習センター
内容　洋画（油絵・水彩）、静物画、

人物画、風景写生
対象　16歳以上
会費　 1 カ月3,000円（入会金1,000円）
開所式　 4 月14日（土）18：00〜

和田（☎090−9504−8851）
　　岡田（☎0848−22−8757）

平成24年度「道路ふれあい月間」
推進標語募集

　国土交通省では、毎年 8 月を「道
路ふれあい月間」として、道路の正
しい利用や道路愛護活動を推進する
ため、標語を募集しています。
　応募方法・資格など、詳しくはホー
ムページをご覧いただくか、お問い
合わせください。
応募期限　 3 月30日（金）必着

国土交通省道路局道路交通管理課
　（☎03−5253−8111）

http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000235.html

しまなみ交流館
（市民ギャラリー）の催し

■ギャラリーコンサート
クラシック歌手が
歌う「うるわしき
昭和ロマン」
日時　 3 月16日（金）
　　　18：30〜
　　　（入場無料）
場所　しまなみ交流館市民ギャラリー
演奏　平本弘子（ソプラノ）
　　　藤田意作（ピアノ）
内容　みかんの咲く丘、見上げてご

らん夜の星を、愛燦燦、神田川ほか
■おのみち街かどRelay Live in
　しまなみ
　みんなで踊ろう“ヒップホップ”
日時　 3 月25日（日）
　　　14：00〜
　　　（入場無料）
場所　しまなみ交
　　　流館市民ギャラリー
内容　ダンスショー、公開レッスン

しまなみ交流館
　（☎0848−25−4073）

市立美術館の催し

■夜桜コンサート
日時　 4 月 7 日（土）
　18：30〜19：30
出演　甲田 有（ヴァ

イオリン）、甲田
愛（チェロ）、仲谷
沙弥香（ピアノ）

●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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☎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

対象　一般（申込不要、観覧料必要）
■ギャラリートーク（列品解説）
日時　 3 月20日（祝）、 4 月22日（日）
　　　14：00〜14：30
対象　一般（申込不要、観覧料必要）
■わいわい がやがや おしゃべり鑑

賞会［こども学芸員対象行事］
　参加者には「こども学芸員シール」
を発行します。
日時　 4 月 8 日（日）、 5 月 5 日（祝）
　　　14：00〜15：00
対象　中学生以下（申込不要、付添

一人入館無料）
■特別講演会「歌麿・写楽と北斎・

広重のミステリー」
日時　 4 月14日（土）14：00〜15：30
講師　中右瑛さん（浮世絵収集家・

国際浮世絵学会常任理事）
対象　一般（申込不要、観覧料必要）

市立美術館（☎0848−23−2281）

中央図書館の催し

■子ども茶道教室
日時　 4 月からの第 2 土曜（全12回）
　　　Ａ班13：00〜14：00
　　　Ｂ班14：30〜15：30

対象　小学生（継続して受講できる人）
定員　各班10人
内容　お茶席の入り方から盆略点前の習得
講師　茶道裏千家淡交会尾道支部会員
申込方法　 4 月 5 日（木）までに「住

所、名前、年齢、連絡先」を申込
■フルート＆チェンバロコンサート
日時　 3 月20日（祝）12：00〜13：00
曲目　バッハ　フルートソナタ変ホ

長調、管弦楽組曲ほか
演奏　﨑谷倫子さん、上里文恵さん
■大人のための朗読会
日時　 3 月24日（土）14：00〜15：15
対象　中学生以上
内容　春の詩：春の野（光原百合）ほ

か、魔術（芥川龍之介）など
語り手　しまなみ朗読会「わすれな草」
■人形劇サークル「パフ」公演
日時　 3 月25日（日）11：00〜12：00
内容　はらぺこあおむし、エプロンシ

アター、ペープサート劇ほか
中央図書館（☎0848−37−4946）

向島子ども図書館の催し

■大人のための朗読会
日時　 3 月24日（土）10：30〜11：45

場所　尾道市民センターむかいしま
　　　 2 階大研修室
※対象・内容・語り手は中央図書館と同様
■春休みわくわくコンサート
日時　 3 月27日（火）14：30〜15：00
内容　絵本と音楽、紙芝居「3.11あ

の日のこと」
演奏　ＲＩＮＧＳ　尾道あんさんぶる

向島子ども図書館
　（☎0848−44−0114）

瀬戸田図書館の催し

■宮地真一作品展 Vol.3
　似顔絵師・宮地真一さんが今年も
新作をそろえて帰ってきます。
期間　 3 月14日（水）〜 4 月 7 日（土）
時間　10：00〜18：00（月・火・祝日休館）
※しおまち商店街でクイック似顔絵

実演予定
■新聞紙でコサージュが出来るの？

教室（要申込）
日時　 3 月17日（土）13：30〜
場所　瀬戸田市民会館多目的ホール

瀬戸田図書館（☎0845−27−1877）
　　瀬戸田公民館（☎0845−27−1878）

　私はインドから来たア
レンです。AFSの留学生
です。
　私は尾道に来られてと
ても幸せでした。なぜな
ら、私はいろいろな物を
見たからです。例えば、
尾道の人、食べ物、お店、
自然、ペット、全部がき
れいでした。
　私はインドの家族を愛しています。日本に来た時、
家族と別れて悲しく思いました。でも、日本へ来て1
回もホームシックを感じませんでした。なぜなら、ホ
ストファミリーや私が会った人たちは本当に親切でフ
レンドリーで、ホスピタリティーがいっぱいだったか
らです。私は貴重な体験ができました。この留学の思
い出を忘れません。
　最後に私を支え、導き、助けてくださった皆さん、
特に、ホストファミリー、尾道高校とAFS尾三支部の
皆さん、どうもありがとうございました。そして、愛
と寛容さで見守ってくれた日本のお父さん、お母さん、
私はあなたの息子であることを誇りに思います。

　私はリベです。ノルウェーから、御調高校 2 年生の
クラスに留学しました。
　私は12月に台湾へ修学旅行に行き、お寺や建物を見
たり、たくさん買い物をしたりしました。台湾の高校
を訪問してダンスを教えてもらったりもしました。今
まで話したことのなかった友達とも話をしました。
　また、ホストファミリーにも日本のいいところをた
くさん見せてもらいました。宮島や阿蘇が思い出にな
りました。
　日本に来る前、日本人はシャイだと思っていました
が、とても親切なことが分かりました。私は初めて高
校へ行ったときとても不安でした。でもお弁当のとき、
友達が「一緒に食べよう。」と言ってくれて安心しま
した。今はたくさんの友達ができました。みんなで初
めてプリクラをとったのも
思い出になりました。
　私は日本に来てよかった
です。ノルウェーに帰った
ら、日本の文化や体験を友
達に伝えたいです。日本の
ことを忘れません。皆さん、
ありがとうございました。

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  ☎0848−25−7395）

日本での思い出（2月まで滞在していたAFS留学生）
アレン（インド） リベ（ノルウェー）
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高校生のための映画館＠尾道
〜高校生と学ぶ座談会ワークショップ〜

日時　 3 月24日（土）
　　　10：00〜
場所　シネマ尾道
上映作品
　エンディングノート
※上映後、高校生
　進行による座談会を行います。
ゲスト　砂田麻美さん（監督）
料金　一般1,800円、高校・大学生1,500円、
　　　シニア・中学生以下1,000円 

シネマ尾道（☎0848−24−8222）

3月11日 あの日の午後
村上宏治写真展

　三陸沖で発生した「東北地方太平
洋沖地震」。今、私たちができるこ
とは何か。決して忘れてはいけない

「 3 月11日」を見つめてください。
期間　開催中、 3 月30日（金）まで
時間　 8：30〜17：15（土・日・祝日休館）
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）

尾道遺跡発掘調査研究所出張展示会Ⅲ
「庭園の考古学と茶園文化」

　尾道学研究会と長江中町内会と合
同で発掘調査を実施している庭園や
出土品からみた、茶園文化を紐解き
ます。
期間　開催中、 3 月25日（日）まで
時間　10：00〜17：30（木曜休館）
場所　おのみち街かど文化館 1 階展示室

文化振興課（☎0848−25−7312）

ペーパーパラシュートを作ります
春休み子ども工作教室

日時　 3 月27日（火）9：30〜12：30
場所　向島公民館

向島公民館（☎0848−44−0683）
日時　 3 月29日（木） 9：30〜12：30
場所　日比崎公民館

日比崎公民館（☎0848−22−8732）
【共通事項】
講師　小林正明さん（福山大学工学

部機械システム工学科）ほか
対象　市内小学生
定員　先着30人
持参物　鉛筆、消しゴム、定規、は

さみ、のり、セロテープ　
申込方法　各開催日とも前日までに
「①名前②住所③電話番号④学校
名⑤学年」を電話か各公民館で申
込（受付／平日9：00〜15：30）

山の教室 Vol.3
みつぎグリーンランドでものづくり

■革のコインケース作り
　革鞄をつくる本格的な道具を使
い、革の小物を作る教室です。
日時　 4 月15日（日）13：00〜15：30
講師　藤田仁子さん（仁子鞄、革鞄作家）
対象　小学 5 年生以上
　　　（小学生は保護者同伴）
定員　先着 5 人
参加費　2,500円（入園料・教室代・

お茶代込）
みつぎグリーンランド

　　（☎0848−78−0153）

やさしい日本語講座

　「やさしい日本語」とは、普通よ
りも簡単で、外国人にもわかりやす
い日本語のことです。災害が発生し
たとき、災害情報をいろいろな言語
に翻訳している時間はありません。
　災害発生時に使え、誰もが理解で
きる「やさしい日本語」を学んでみ
ませんか。
日時　 3 月20日（祝）10：00〜12：00
場所　しまなみ交流館大会議室
講師　犬飼康弘さん（㈶ひろしま国

際センター研修部日本語常勤講師）
定員　50人程度（申込不要）

生涯学習課（☎0848−25−7362）

●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）

（Ｃ）2011「エンディン
グノート」製作委員会

第69回 尾道みなと祭 4月28日（土）・29日（日）
http://www.onomichi-matsuri.jp/第69回 尾道みなと祭第69回 尾道みなと祭

●主な行事の紹介 
【ええじゃんＳＡＮＳＡ・がり 創作踊りコンテスト】
　 4 月28日（土）　一般・グランプリ部門
　 4 月29日（日）　幼児・小学生・中学生部門

【ステージイベント】 
　 4 月28日（土）　姉妹都市郷土芸能披露、春の吹奏楽祭
　 4 月29日（日）　神輿、フィナーレ

【両日開催イベント】 
○市役所周辺：郷土芸能祭、あつまれ！ワクワクこ

どもひろば、飲食屋台村、フリーマーケット
○駅前周辺：飲食屋台村、ＰＲブース
　その他、海のイベントや一般パレードなど盛りだくさん！
●ボランティア募集中！（詳しくは公式ホームページへ）
○きれいなまつり運営ボランティア
○「ええじゃんＳＡＮＳＡ・がり」運営ボランティア

尾道港祭協会事務局（観光課内　☎0848−25−7184）

●フリーマーケット出店者募集
日時　 4 月28日（土）10：00〜17：00
　　　 4 月29日（日）10：00〜16：00
場所　市役所庁舎北側広場
出店資格　市内在住で満18歳以上の人（高校生を除く）
出店条件　販売物は個人所有物・手作りの品に限る。

飲食物は不可。一人 1 日 1 ブースに限る。暴力団排
除に関する誓約書を提出すること。スペースは間口
2 ｍ×奥行2.5ｍ。出店者の駐車場はありません。

募集数　先着40ブース　
出店料　各日1,000円
申込方法　 3 月23日（金）までに、所定の用紙に記入

のうえ1,000円分の定額小為替を同封して郵送（必
着）

尾道港祭協会協賛部会事務局（☎0848−37−9736）
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みんなで創ろう！わたしたちの公民館
おのみち公民館いきいき講座

日時　 3 月24日（土）19：30〜21：00
場所　瀬戸田市民会館
講演　映画『となりのトトロ』に学

ぶ地域の資源
講師　井口　梓さん
　　　（愛媛大学特命准教授）

中央公民館（☎0848−44−0683）

講演会
「障害者総合福祉法」ってなに？

日時　 3 月17日（土）13：30〜16：30
場所　尾道市人権文化センター大ホール
講師　佐藤　聡さん（兵庫県西宮市

自立生活センター・メインスト
リーム協会）

※手話通訳・要約筆記あり
障害者自立生活支援センターおのみち

　（☎0848−21−1377  0848−21−1378）

障害者自立支援法講演会

日時　 3 月23日（金）13：30〜16：15
場所　総合福祉センター
　　　 4 階大会議室
内容　報告「尾道市自立支援協議会

の取り組み」、講演「これからの
障害福祉」（副島宏克さん／全日
本手をつなぐ育成会顧問・社会福
祉法人若葉常務理事）

※手話通訳・要約筆記あり
社会福祉課障害福祉係

　（☎0848−25−7124  0848−37−7260）

高齢者にやさしい地域づくり
講演会

日時　 3 月15日（木）14：00〜15：30
場所　総合福祉センター 4 階大会議室
演題　買い物からみえてくるもの

〜買い物難民とその解決に向けた
地域の取り組み〜

講師　佐々木緑さん（広島修道大学
人間環境学部准教授）
尾道市地域包括支援センター

　（☎0848−25−7450）

高齢消費者等
見守りサポーター養成研修会

　詐欺や悪質商法のターゲットにな
りやすい高齢者等を消費者トラブル
から守り、適切に支援する「見守り
サポーター」になりませんか。
日時　 3 月22日（木）13：30〜16：00
場所　公会堂別館 4 階40号
分野・テーマ

消費：消費者被害の防止と見守り
について　

　福祉：高齢者の支援について　
対象　高齢者等と接している人
定員　100人
申込期限　 3 月19日（月）

商工課（☎0848−25−7182）

☎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 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(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
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に応じた

り、あそび方や関わり方を紹介します。

栄養相談
～栄養士さんにきいてみよう～ 4／24（火）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ができます。

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～ 4／10（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、
おやこあそびなど。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
～おかあさんだいすき～ 4／11（水）10：00～11：30 20組 4／2

13：30～

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、あ
そびの面白さを体験しよう。
対象：7カ月～ 1歳のお子さんとその家族

赤ちゃんとさわりっこ！
～タッチケア～ 4／20（金）10：00～11：30 15組 4／6

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カ月～ 6カ月のお子さんとその家族、タッチケアに興味のある人
※バスタオル1枚持参

作ってあそぼう～新聞紙～ 4／27（金）10：00～11：30 20組 4／16
13：30～

新聞紙をちぎったり投げたり、動物のかぶり物を作ったりして親子
であそぼう。対象：概ね1歳からのお子さんとその家族

※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）
※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、支援センターへお問い合わせください。

（　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  4／16（月）10：00～11：30 先着 1 組 受付中

未就学のお子さんの保護者。臨床心理士が個別に相談をお受けしま
す。子育て、家庭、自分自身のこと何でもご相談ください。
相談員：遠藤優子さん

子
育
て
支
援
講
座

せとだｄｅ支援センター  4／18（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。※場所が瀬戸田市民会館多目的ホールへ変わります。

みかんちゃんとリトミック  4／20（金）10：00～10：30 なし 不要 1歳半以下のお子さんと保護者。親子でできる簡単なリズム遊びで
す。一緒に楽しみましょう！講師：村上清美さん

わくわくふれあい遊び  4／23（月）10：45～11：15 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してい
ます。

作って遊ぼう！小麦粉粘土！  4／26（木）10：00～11：00 先着10組 4／12～ 1歳半以上のお子さんと保護者。さらさら、ねとねと、こねこね、小
麦粉の変わるようすを楽しみましょう！※カップ2杯の小麦粉持参


