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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）

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4弾）
　私の時間・子どもの時間
　〜子育てを考える〜
日時　 3 月21日（水）10：00〜11：30
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）
対象　市内在住の 3 歳までの乳幼児

と保護者
定員　20組
持参物　筆記用具、飲み物等
申込期限　 3 月16日（金）17：00まで
■秘書検定3級講座
　あなたのキャリアアップを
　応援します！
期 間　 4 月24日、 5 月 8 日・22日、

6 月 5 日・19日・26日（火）
時間　19：00〜20：50
内容　秘書の資質、職務知識・技能、

マナー・接遇、ビジネス文書、ビ
ジネスでの悩みＱ＆Ａ、「感じの
良いお茶の出し方」実技

講師　新祖美智恵さん
対象　市内在住か勤務先のある15歳

〜35歳未満の人で 6 回参加できる
人（学生を除く）

定員　先着15人（ 6 回参加できる人）
教材費　1,260円（テキスト代）
※秘書検定 3 級を受験できます。（有

料。問題集代1,155円・受験料2,500円）
※新規の人は会員登録料1,200円が

必要
申込期限　 4 月16日（月）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

①あなたのキャリアアップ応援します 
　役に立つビジネスマナー講座
　（ 2 ・ 3 級受験編） 
期間　 4 月 5 日・19日、 5 月10日・
　24日、 6 月 7 日（木）
時間　19：30〜21：30（全 5 回）
内容　秘書の資質、職務知識・技能、

マナー・接遇、ビジネス文章、ビ
ジネスのお悩みＱ＆Ａ

講師　青山博恵さん（ビジネスアド
バイザー）

対象　市内在住か勤務先のある35歳
未満の女性

定員　10人
教材費　2,415円（テキスト・参考書代）
※秘書検定 2・3 級を受験できます。
（ 6 月中旬）

②フラワーアレンジメント教室
期間　 4 月23日（月）〜 6 月 4 日（月）
時間　19：00〜21：00（全 6 回）
講師　宮脇香代さん
対象　市内在住か勤務先のある35歳

未満の青少年
定員　20人　材料費　2,500円程度

【①・②共通事項】
※別途利用者連絡協議会登録料500

円が必要
因島勤労青少年ホーム

　　（☎0845−24−1228 ／水曜休館）

尾道・生と死を考える会講演会

日時　 4 月 7 日（土）14：00〜16：30
場所　総合福祉センター 2 階
演題　人は、死んだらどこへ
講師　法宗正勝さん（尾道・生と死

を考える会会員）
参加費　500円

尾道・生と死を考える会
　（☎0848−22−9872）

行政書士無料相談会

日時　 3 月25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）

表示登記・境界問題の無料相談会

日時　 4 月 1 日（日）10：00〜12：00
場所　尾道絵のまち館
内容　土地（分筆、合筆、地目変更、

地積更正等の各種登記および境界
問題）、建物（新築、増築、改築、
取毀等の各種登記）
広島県土地家屋調査士会尾道支部

　（☎0848−44−6189）

「法テラスの日」
県下一斉無料法律相談会

　民事法律扶助制度を利用した、弁
護士による無料法律相談会です。
日時　 4 月14日（土）13：00〜16：00
場所　総合福祉センター（一人30分）
定員　先着 6 人（要申込）
申込期間　 4 月 2 日（月）から受付
※収入等が一定額以下の人が対象とな

ります。民事、家事で、刑事事件に
関するものは対象となりません。

法テラス広島（☎050−3383−5485）

土地境界問題無料相談会

日時　第 2・第 4 水曜  ①13：30〜②15：30〜
場所　ふくやま市民交流館
内容　ＡＤＲ認定土地家屋調査士に

よる解決サポート（要申込）
境界問題相談センターひろしま

　　（☎082−506−1171）
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日時　3月25日（日）9：00〜14：00
※水産まつりは13：00まで
場所　尾道駅前港湾緑地帯 
内容　水産まつり［漁協による鮮魚

の販売、タッチプールなどの体
験］、満点朝市［農産品の販売］、
かんきつフェア［かんきつの販
売］、ええじゃん尾道即売［JA尾
道市の物販］、てっぱん同盟（各地
のお好み焼）、飲食、物販［市内
各地のグルメ、名産の販売］
尾道みなとオアシスフェア実行委員会

　（尾道観光協会  ☎0848−37−9736）

日時　3月18日（日）10：00〜15：00
場所　瀬戸田市民会館
内容　ボランティア活動・船写真展

示、ロング巻きずし、各種出店
瀬戸田支所しまおこし課

　（☎0845−27−2210）

■耕三寺の桜を満喫
日時　 3月28日（水）〜 4月10日（火）
場所　耕三寺・耕三寺博物館
内容　桜写真コンテスト、桜茶のお

振舞い、演奏会、桜しおりづくり、
桜クイズ

■瀬戸田のかんきつまるかじり
日時　 4月 8日（日）10：00〜15：00
場所　シトラスパーク瀬戸田
内容　レモン等柑橘販売、各種出店

瀬戸田支所しまおこし課
　（☎0845−27−2210）

日時　 4月 8日（日）10：00〜15：00
場所　ホテルいんのしま前広場
内容　ステージイベント（因島村上水

軍陣太鼓、日舞西川矢華会、ひま
りコンサートなど）、バザール（飲
み物、お菓子、お弁当、うどんなど）
因島観光協会（☎0845−26−6111）

　春爛漫の千光寺公園でのひととき
を、家族や友達とお楽しみください。
日時　4月21日（土）11：00〜16：00
　　　（雨天決行）
場所　千光寺公園
　　　市立美術館西側一帯
お茶券　2,500円（前売券2,000円）

お茶・お菓子・点心弁当
抽選券・割引券付

尾道商工会議所女性会
　（☎0848−22−2165）

　全国より公募した「春」がテーマ
の俳句のうち、入選作品160句をぼ
んぼりにして展示します。
期間　 3月17日（土）〜 4月15日（日）
※ぼんぼりの点灯は18：00〜翌朝6：00
場所　千光寺公園

尾道観光協会（☎0848−37−9736）

期間　 3月31日（土）〜 4月22日（日）
時間　 9：30〜17：00
場所　千光寺公園かおり館
内容　郷土ゆかりの作家による作品

展示、販売、実演会、手作り工房
体験（陶芸・ガラス・メタル・友
禅染）、 4 月21日（土）は工芸展お茶
席開催
尾道観光協会（☎0848−37−9736）

　しまなみ海道の自転車歩行者道
（約70㎞）沿線に設けたチェックポ
イント（全16カ所）を徒歩か自転車
でまわるスタンプラリーです。
日時　 3月24日（土）・25日（日）
　　　 7：00〜17：00
※雨天決行。荒天時中止の場合あり
場所　しまなみ海道沿線
　　　（尾道市〜今治市）
※事前申込不要。参加無料ですが、

自転車の人は橋の通行料金が必要
※参加者には記念品、完走者には完

走証と記念品あり
■市民の皆さんへのお願い
　開催中は、多くの自転車が走行す
ることが見込まれます。車両の運転
や通行にご注意ください。

本州四国連絡高速道路㈱しまなみ
尾道管理センター

　（☎0848−44−3700）

期間　 4月21日（土）・22日（日）
場所　道の駅「多々羅しまなみ公園」

か「来島海峡ＳＡ」集合
定員　200人（抽選）
参加費　500円（通行料等は各自負担）
申込方法　 3 月21日（水）までに、ホー

ムページか往復はがきで申込
本州四国連絡高速道路㈱しまな

み今治管理センター塔頂体験係
　（☎0898−23−7250）

第3回尾道みなとオアシスフェア 第3回いんのしまさくら祭

春風に希望をのせて…　　　  　　
第29回  さくら茶会

ボランティアの祭典・汐待市
〜ボランティアの輪を広げよう〜

せとだ桜まつり
（耕三寺・シトラスパーク）

〜ぼんぼりの下でお花見を〜
第6回 おのみち俳句まつり

第22回尾道工芸展・矢形勇彫刻展

好きな時に、好きな場所から
しまなみ縦走2012

しまなみ海道春の塔頂体験ツアー
〜多々羅大橋と来島海峡大橋〜

イベントに
　出かけよう !!
イベントに
　出かけよう !!
イベントに
　出かけよう !!

イベントに
　出かけよう !!
イベントに
　出かけよう !!
イベントに
　出かけよう !!
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7【今が旬の文化財】
尾道市天然記念物　エドヒガン（平成20年2月26日指定）
　エドヒガンは、エドヒガンザクラなどとも呼ばれる桜の一種です。
山などに自生し、非常に大きくなるのが特徴です。原田町のエドヒ
ガンも樹高約30ｍと推定され、幹周は2.8ｍです。エドヒガンの樹
高としては、県内第 1 位の高さです。近隣には他にも群生していて、
満開の頃には私たちの目を楽しませてくれます。
　開花時期は、通常 3 月下旬〜 4 月上旬です。場所は原田町梶山田
の県道尾道新市線沿いで、金光橋の東側です。（県道からも確認で
きます。） 文化振興課（☎0848−25−7312）

■本因坊秀策囲碁記念館囲碁教室
日　時　 4月7日からの第 1・3 土曜日　10：00〜12：00
対　象　囲碁に興味がある人、初心者
講　師　因島囲碁協会（庄原正徳さんほか）
参加費　無料［申込随時］

本因坊秀策囲碁記念館（☎0845−24−3715）
■因島市民会館囲碁教室
○初心者囲碁教室
日　時　 4 月 7 日からの土曜日　14：00〜16：00
対　象　囲碁に興味がある人、初心者
講　師　因島囲碁協会（福井盛人さんほか）
○レディース囲碁教室
日　時　 4 月 3 日からの火曜日　 9：30〜11：00
対　象　女性の初心者・級位者
講　師　因島囲碁協会（大西洋一さんほか）
【共通事項】
参加費　年2,000円（教材費等）［申込随時］

■尾道迎賓館囲碁教室
○子ども囲碁教室
日　時　 4 月 7 日からの土曜日　13：00〜15：00
対　象　小・中学生（初心者歓迎）
○女性初心者囲碁教室
日　時　 4 月 3 日からの火曜日　10：00〜12：00
対　象　女性の初心者
○三世代囲碁教室
日　時　 4 月 7 日からの土曜日　10：00〜12：00
対　象　親・子・祖父母（一般初心者可）
【共通事項】
講　師　尾道囲碁協会
参加費　原則無料（教材費：隔月200円程度）

【因島市民会館・尾道迎賓館囲碁教室について】
尾道市囲碁のまちづくり推進協議会

　　（文化振興課内　☎0848−25−7366）

日程 テーマ 講　　　師 時間・場所など
第 1 回  4 月 5 日 「暗夜行路」の草稿を読む（1） 寺杣雅人（教授）

時間　18：30〜20：00
場所　尾道白樺美術館
　　　［尾道大学］
講師　芸術文化学部教員
申込期限　開催日の 3 日前まで
定員　20人
※都合により日程を変更すること

があります。尾道白樺美術館［尾
道大学］でご確認ください。

第 2 回  5 月10日 「暗夜行路」の草稿を読む（2） 寺杣雅人（教授）
第 3 回  6 月 7 日 忍者のはなし 藤沢　毅（教授）
第 4 回  7 月 5 日 ぶらり故人情報 藤川功和（准教授）
第 5 回  8 月 2 日 小説のさまざまな結末について 光原百合（准教授）
第 6 回  9 月 6 日 民間説話「人魚と津波」が伝えるコト 藤井佐美（准教授）
第 7 回 10月11日 俳句の話—五七五の秘密— 寺杣雅人（教授）
第 8 回 11月 8 日 語づくりの心意 灰谷謙二（教授）
第 9 回 12月 6 日 短歌の話—五七五七七の秘密— 寺杣雅人（教授）
第10回  1月10日 15世紀イギリスの手紙を読む 平山直樹（講師）
第11回  2月14日 王朝物語を読む 岸本理恵（講師）
第12回  3 月 7 日 宮沢賢治「オツベルと象」を読む 寺杣雅人（教授）

尾道大学芸術文化学部日本文学科主催
平成24年度「尾道文学談話会」

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

●●囲碁教室 受講生募集●● ●●脳のトレーニングにも効果的です！
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普通に住んでいたのに敷金がほとんど戻らない
≪相談内容≫
　 6 年間住んでいた賃貸住宅を退去した。敷金を22
万円預けていたが、原状回復経費として21万円必要
なので、 1 万円しか返さないという。
　明細にはハウスクリーニング、畳の張替え、クロ
ス張替え、ふすま張替え等と書いてあった。賃借契
約書には退去時に畳の表替えやふすまの張替えを負
担する特約はあるが、それ以外は記載されていなかっ
た。自分が不注意で壊したものは支払うが、それ以
外のものも請求されていて、それぞれの請求単価も
高いと思う。納得できないが、どうすればよいか。

（60歳代、男性）
≪アドバイス≫
　家主と借主の敷金返還をめぐるトラブルは、話し
合いによる解決が最もよい方法です。修理明細書を
請求し、まずは家主や管理会社と、よく話し合いま

しょう。その際参考になるのが国土交通省の「原状
回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。ガイ
ドラインでは、家主と借主の負担区分の事例が示さ
れています。
　当事者同士の話し合いで解決できない場合には、
敷金紛争の解決に適した方法として簡易裁判所で話
し合う「調停」や「少額訴訟制度」があります。

【参考】原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
　　　　（国土交通省、平成23年 8 月再改訂版）

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun.pdf

■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）

　尾道地域での就職を希望している皆さんは、
ぜひご参加ください。
日時　 4 月13日（金）13：30〜16：00（セミナー開始 12：30 〜）
場所　びんご運動公園健康スポーツセンター
対象　すべての就職希望者［平成25年春大学等新

卒予定者・既卒者・一般求職者（パート含む）など］
内容　就活応援セミナー（12：30〜13：20）
　　　求職者と採用担当者との説明会（13：30〜）
　　　就職に関する各種相談コーナー（13：30〜）
参加費　無料
申込方法　セミナーのみ要申込
※参加予定事業所名を協議会ホームページで公開予定です。
●尾道駅（5番のりば）から臨時バスを運行

※長江通りを経由し、上記バス停を含め路線内の
各バス停に停まります。（通常運賃要）
尾道市ふる里就職促進協議会事務局

　（商工課内   ☎0848−25−7182   0848−25−7293）
http://www.bbbn.jp/~furusato/

〜地元企業が多数集結します〜
尾道地域企業合同説明会 就職応援します

3／13・27（火）
4／5（木）
12：30〜16：30

◆一日若者しごと館
場　所　【3／27まで】ハローワーク尾道会議室
　　　　【4／5から】市役所分庁舎（本庁舎向かい）
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

商工課（☎0848−25−7182）
①3／13・27（火）
　 4／5（木）
　18：00〜19：50
　（尾道）
②3／28（水）
　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）

3／21（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（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）

尾道駅 新尾道駅 び ん ご
運動公園

11：50 12：05 12：12
12：50 13：05 13：12
13：00 13：15 13：22

び ん ご
運動公園 新尾道駅 尾道駅
15：00 15：07 15：22
16：00 16：07 16：22
16：20 16：27 16：42

→　　　→
→　　　→
→　　　→

→　　　→
→　　　→
→　　　→
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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

■写楽・歌麿・北斎・広重 四大浮世絵師展
◇3月17日（土）～5月6日（日）  ※4月7日（土）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Ⅲ
◇開催中、3月31日（土）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

■開館十五周年記念特別展「師の教えと平山郁夫」
◇ 3月20日（祝）～ 5月21日（月）　
観覧料　一般 900円、高校・大学生 400円、小・中学生 200円（市内小・中学生無料）

■ＨｉＢｉ2012
◇開催中、3月25日（日）まで　観覧料　無料
●ワークショップ　◇ 3月25日（日）14：00～（要申込）

■「安達春汀　刻字展」
◇開催中、4月8日（日）まで
観覧料　一般700円、中学・高校生500円、小学生以下無料

■第61回館蔵品展　松野自得俳画展
◇ 3月17日（土）～ 7月8日（日）
観覧料　大人 1,200円、高校生 700円、中学生以下無料

■第17回企画展示『尾道あ・ら・かると～塩と鉄～』
◇開催中、4月18日（水）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

（　0848-37-6555）
時　間
休館日

10：00～18：00（入館は17：30まで）
火曜日（祝日の場合は翌日）

■所蔵品展Ⅲ　
◇ 3月17日（土）～ 4月22日（日）
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　東京タワー
〜オカンとボクと、時々、オトン〜

上 映 日　 3 月17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）

　期間中、参加店を利用するともらえる応募用紙に
必要事項を記入のうえ、ご応募ください。
　今回も行政、経済団体、市内の小規模小売・飲食・
サービス業店舗等が一体となって、地域内購買の促
進に向けて盛大に開催します。
期間　 4 月 2 日（月）〜 5 月 6 日（日）
景品　 1 等［ 1 人］快適生活家電 5 点セット（ポータ

ブルテレビ、自動掃除機、スチー
ムオーブン、IH圧力炊飯ジャー、
加湿機能付空気清浄機）

しまなみサイクリング賞［ 2 人］
　　　　　　　　　スポーツサイクル（凪スピード）
　　　 2 等［ 3 人］電動シティサイクル
　　　 3 等［24人］ おのみちさくら祭り券（50,000円分）
　　　 4 等［330人］おのみちさくら祭り券（20,000円分）
　　　 5 等［640人］おのみちさくら祭り券（10,000円分）
※景品内容・当選者数は変更になる場合があります。
オープニング　 4 月 2 日（月）11：00〜
　　　　　　　（しまなみ交流館市民ギャラリー）
応募期限　 5 月 6 日（日）
抽 選 会　 6 月上旬予定
当選発表　尾道ケーブルテレビ、エフエム尾道
　　　　　山陽日日新聞、当選者への通知ほか

おのみちさくら祭り実行委員会
　（尾道商工会議所内　☎0848−22−2165）

第13回おのみちさくら祭り

市内の参加店でお買い物・利用しよう
抽選で総額1,500万円の豪華景品が1,000人に当たる！

第13回おのみちさくら祭り
地域商業活性化事業
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弁護士相談（要予約）
法律相談全般
（※受付は3月16日から。先着順）

2日（月）
4日（水）
12日（木）
20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
5日（木）
9日（月）
10日（火）
13日（金）

因島総合支所
尾道市役所
みつぎいこい会館
瀬戸田支所

登記相談
土地・建物の登記、会社の登記
11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
10日（火）
16日（月）
18日（水）
19日（木）

向島支所
尾道市役所
因島総合支所
瀬戸田支所

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
10日（火）
11日（水）
16日（月）
23日（月）
24日（火）

みつぎいこい会館
因島総合支所
向島支所
尾道市役所
瀬戸田支所

※人権擁護委員が対応

尾道市内の交通事故（2月末日現在）
自転車も  歩行者優先  いいマナー

件数 死者 負傷者

平成24年 100 2 116

昨　　 年   98 0 123

県下一斉警戒日 28日（土）

東部ブロック警戒日  9 日（月）

4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＝4／2（月）

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、因島総合支所市民生活課
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。

尾道大学美術研究科1年
油画専攻
酒井　一樹

まちの桜

今年もやっぱりまた春がやって来る。
184号線をバイクで走るのが楽しみだ。

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）


