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インフルエンザ予防接種は、高齢者の発病・重症化
防止に効果があることが認められています。予防接種
後、効果が出るまでに 2 週間程度かかるので、流行前
の12月中頃までには予防接種を受けましょう。
接種対象（次の①②③項目すべてに該当する人）
①接種日に年齢が満65歳以上で予防接種を希望する人
②尾道市に住民票がある人、外国人登録をしている人
③接種歴を尾道市が予防接種台帳に保有することを了
承いただける人
※60歳以上65歳未満の人で「心臓・腎臓・呼吸器の機
能に自己の身辺の日常生活活動が極端に制限される
程度の障害を有する人、ヒト免疫不全ウイルスによ
り免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障
害を有し②と③の両方に該当する人」は対象になり
ます。かかりつけ医に相談してください。
期間 10月 3 日（月）～平成24年 1 月31日（火）
場所 県内の広域予防接種受託医療機関（事前に医療

機関へ予約してください。市外（県内）での接種
希望の人は接種券が必要です。必ず事前に健康
推進課へお問い合わせください。）

料金 1 回 1,000円（一人 1 回のみ。2 回目の接種は全額自己負担）

■接種対象者のうち「市民税非課税世帯・生活保護世
帯の人」は無料になります
申請期間 10月 3 日（月）～平成24年 1 月31日（火）
印鑑を持参のうえ、事前に申請してください。該当
者には無料券を交付します。（※同一世帯以外の人が
申請する場合「委任状」が必要です。委任状は申請窓
口にあります。）
申請・交付窓口 健康推進課（総合福祉センター 1 階）、
市役所 1 階西側エレベーター前ロビー、因島保健セ
ンター、瀬戸田福祉保健センター、瀬戸田支所、御
調保健福祉センター、向島・向東・浦崎・百島支
所、因島総合支所因島福祉課（無料券申請受付のみ）
■インフルエンザ料金の還付について
接種対象者のうち市民税非課税世帯・生活保護世帯
の人で、自己負担金を支払って接種を受けた人は、接
種費用を還付します。インフルエンザ接種費用の領収
書・接種済証・振込口座がわかるもの・印鑑を持参の
うえ、上記申請窓口で申請をしてください。還付は、
1 回分のみです。
還付申請受付期間：平成24年 3 月30日（金）まで
健康推進課予防係（10848－24－1962）

10月から高齢者インフルエンザの予防接種が始まります
～12月中頃までに接種しましょう～

尾道・向島・瀬戸田地区 御調地区 因島地区

対　　象
昭和 6 年12月31日以前に生まれた人で20本以上自分の歯がある人
（今までに表彰されたことがない人）

昭和 6 年に生まれた人で20本以
上自分の歯がある人

審査方法

対象者は、尾道・向島・瀬戸田
地区にある歯科医院で健診を受
けてください。
※健診料無料。一部該当しない
歯科医院がありますので、受
診前に必ず歯科医院に電話で
ご確認ください。

対象者は、御調地区にある歯科
医院（日野歯科医院、村上歯科
医院、よこた歯科医院、公立み
つぎ総合病院歯科外来）で健診
を受けてください。
※健診料無料。要予約

対象者は、因島地区の歯科医院
（因島総合病院含む）で健診を受
けてください。
※健診料無料

申込期限 10月13日（木） 9 月28日（水） 10月20日（木）

表　　彰
11月13日（日）の「おのみち市民健
康まつり」で表彰

10月29日（土）の「尾道市御調地
区健康福祉展」で表彰（該当者
には後日通知）

11月20日（日）の「いんのしま健康
まつり」で表彰

申　　込
問い合わせ先

尾道・向島・瀬戸田地区の各歯
科医院 御調地区の各歯科医院 因島地区の各歯科医院

　80歳で20本以上自分の歯がある人を、尾
道市歯科衛生連絡協議会が表彰します。
該当する人は、ぜひお申し込みください。表彰表彰表彰

平成19年から 9 月10日の世界自殺予防デーにちなみ、国では 9 
月10日からの 1 週間を自殺予防週間としています。
平成10年から全国では毎年 3 万人以上の尊い命が自殺で失われ
ており、尾道市の自殺死亡率も平成21年は人口10万人対32.1であ
り、国の24.4や県の23.6と比べ高い値となっています。
「命」はかけがえのない大切なものです。この機会に、自殺を
防ぎみんなの命を守るために何ができるのか考えてみませんか。
今月の折込パンフレットもあわせてご覧ください。
健康推進課保健係（10848－24－1960）

結核は、過去の病気ではありません。
症状が出ていなくても、人にうつすこと
がある病気です。咳や微熱、体のだるさ
等が長く続くようなら、病院を受診し
ましょう。
健康推進課予防係（10848－24－1962）

9月10日～16日 は自殺予防週間 です
「体がだるい」「咳が治らない」
それって結核かも…

9月24日～30日

結核予防週間 です

表彰

は
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市民公開講座
「大切ないのちについて考える」
日　時 10月16日（日）14：00～（13：00開場）
場　所 しまなみ交流館（入場無料）
内　容 第一部「世界最貧国ブルキナファソから」

村上宏治さん
（写真家・尾道大学芸術文化学部非常勤講師）
第二部「それでも、笑顔で生きていく
～私が出会ったHIV／エイズの子どもたち～」
佐々木恭子さん（フジテレビアナウンサー）

※開場と同時に、無料匿名ＨＩＶ抗体検査（即日判定）と
エイズに関するＤＶＤ放映を行います。
尾道市医師会（10848－25－3151）

第27回尾道市御調地区健康福祉展
「健康いきいき写真展」作品募集
10月29日（土）・30日（日）に開催する健康福祉展の展示コ

ーナー「健康いきいき写真展」の作品を募集します。
テーマ いきいきとした笑顔あふれる表情豊かな家族写真
応募資格 市内在住か勤務している人で、一世帯 1 点
応募方法 10月 7 日（金）までに、次のいずれかの方法で応募
①所定の申込用紙にプリント写真とネガかデジタルデ
ータ（メディア）を添えて持参
②名前・住所・電話番号・作品タイトルを書き、デジ
タルデータを添付してＥメールで送信

展示場所 御調保健福祉センターロビー
募集数 先着100点　※四つ切りサイズの写真をプレゼントします。

御調保健福祉センター（10848－76－2235）
hokensidou@mitsugibyouin.com

さすが会
～男の料理教室（家庭でできるフランス料理）～
男性のみの料理教室で、食の自立を目指しませんか。

フランス料理のシェフを講師に招いて学ぶ特別編です。
日　時 10月18日（火）10：00～13：00
場　所 御調保健福祉センター 2 階栄養指導室
対　象 概ね65歳以上の男性　定　員 概ね20人
参加費 1,000円程度（予定） 申込期限 10月11日（火）
持参物 米一合、エプロン、三角巾、手拭タオル
尾道市北部地域包括支援センター（10848－76－2495）

発達支援講演会
日　時 10月 1 日（土）13：30～15：30
場　所 総合福祉センター 2 階第 1 会議室
内　容
第 1 部「発達障害児者の理解と支援について」

将来を見据えた支援～思春期、青年期への関わ
りの中で見えてきたもの～
西上忠臣さん（三原市NPO法人ちゃんくす代表）

第2 部「サポートファイル研修会」～活用事例を交えて～
広島県手をつなぐ育成会

定　員 70人　　申込期限 9 月26日（月）
社会福祉課障害福祉係（10848－25－7124）
尾道市障害者サポートセンターはな・はな（10848－29－5002）

尾道ふれあいの里をウォーキング！
～フィールドラリー大会参加者募集～

日　時 10月 1 日（土）10：00～（受付 9：30～）
※小雨決行。大雨の時は体育館でレクリエーション
場　所 尾道ふれあいの里体育館（集合）
対　象 尾道市民（できるだけ家族や友人と一緒に参加してください。）
内　容 ゲームや健康クイズをしながら楽しく歩きます。

（圓鍔勝三彫刻美術館まで約 3 ㎞）
講　師 大背戸まりこさん（健康運動指導士）
持参物 タオル、飲み物（水分補給のため）、雨天時は上

履きシューズ
参加費 無料　　申込期限 9 月20日（火）
御調保健福祉センター地域ケア係（10848－76－2235）

公立みつぎ総合病院
緩和ケア病棟（ホスピス）見学会
10月2日～8日のホスピス緩和ケア週間にちなんで、緩
和ケア病棟（ホスピス）見学会を開催します。
当日は緩和ケアの紹介、緩和ケア病棟の見学やホスピ
スボランティアによるティーサービスなどを予定してい
ます。気軽にお越しください。
日　時 9 月24日（土）14：00～15：00
場　所 公立みつぎ総合病院 5 階講義室・緩和ケア病棟
申込方法 事前にFAXで申込（先着順）
申込先 地域包括医療・ケア連携室（50848－77－0956）
緩和ケア病棟（10848－76－1328）

尾道市民公開講座
「ホントは怖い！生活習慣病」

日時 9 月25日（日）13：00～16：00
場所 しまなみ交流館（入場無料）
Ⅰ．公開講座
①血管を若く保つために
城戸雄一（市民病院内科医長）
②心筋梗塞にならないために
小林博夫（市民病院循環器内科診療科長）
③脳梗塞で倒れないために
合田雄二（市民病院脳神経外科診療科長）
④尾道市の特定健診について
山内寛子（保険年金課主任保健師）
Ⅱ．体験・検査・相談コーナー
○頚動脈エコー体験コーナー（小会議室）
動脈硬化の程度を検査します。（先着20人）
※なるべく襟元の開いた服装でお願いします。
○血糖測定コーナー（大会議室）
身長・体重・腹囲なども測定します。必要に応じて栄
養相談を行います。（先着100人）
○お薬相談コーナー（大会議室）
お薬手帳持参の人に限り、相談に応じます。（先着15人）
○各医師への相談コーナー（予定）
※Ⅱの「体験・検査・相談コーナー」に参加希望の人
は、当日整理券を先着順で配布します。ただし、一人
1 コーナーの参加に限ります。
■整理券配布について
場所 しまなみ交流館 2 階ホール入口
時間 12：00～12：40
市民病院庶務課（10848－47－1155）
健康推進課（10848－24－1960）

―心筋梗塞・脳梗塞に罹らないために―
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特定健診とは、糖尿病等の生活習慣病を引
き起こすメタボリックシンドロームを予防・
改善するための健診です。
検査項目 身体測定・血圧測定・尿検査・血

液検査・医師の診察
※受診時に「保険証」と「特定健診受診券」が必
要です。健診日の 1 週間前までに要申込
健康推進課（10848－24－1962）

短時間で手軽に健診！

特定健診のみの集団健診

助成額 人間ドック
（32,000円相当の検査費用のうち25,000円を助成）
脳ドック＋人間ドック
（50,000円相当の検査費用のうち40,000円を助成）

対　象 国民健康保険加入者と後期高齢者医療加入者
で次の要件を満たす人
①助成申請時に、尾道市国保に 6 カ月以上加入している人
か尾道市に住所があり広島県後期高齢者医療保険に加入
している人で、人間ドック受診時も被保険者である人
②平成23年度に満40歳以上になる人
③保険料を完納していることと、保険料の収納状況に
ついて照会されることに同意する人
④尾道市国保が受診結果を保有することに同意する人
⑤今年度、特定健診・がん検診を市の集団健診・医療

機関健診で受診していない人
助成回数 助成は年度内に 1 回です
申請受付期限 10月31日（月）
人間ドック受診期限 平成24年 3 月31日（土）
申込方法
①実施医療機関に予約してください。医療機関によっ
ては受診できる人数が限られています。
②保険年金課（市役所 2 階）か各支所へ保険証・印鑑・
74歳までの人は「特定健診受診券」を必ず持参して
ください。 5 月に郵送した「特定健診受診券」を失
くした人は再発行手続きが必要です。
人間ドックは特定健診が含まれた検診です。受診の
際には特定健診受診券が必要です。
保険年金課（10848－25－7107）

健診場所 日　　程 申 込 先 備　　考

Ｊ Ａ 尾 道
総 合 病 院

10／19（水）、11／16（水）
12／13（火）、12／20（火）
1 ／18（水）、 2 ／15（水）
3 ／13（火）

ＪＡ尾道総合病院
健康管理センター
10848－22－8111

保険に関係なく受診で
きます。自己負担金は
保険によって異なりま
す。（尾道市国保は無料）

芸予文化情報
セ ン タ ー
（因島）

9 ／21（水）
東広島記念病院
1082－423－6662

尾道市国保の人、
協会けんぽ等の家
族の人が対象です。
自己負担金は無料
です。

総 合 福 祉
セ ン タ ー

10／18（火）

人間ドック・脳ドックの助成申請受付は10月31日までです国民健康保険
後期高齢者医療

今年度の健診を受けましたか？

健診を受けて、健康づくりスタート！健診を受けて、健康づくりスタート！健診を受けて、健康づくりスタート！健診を受けて、健康づくりスタート！健診を受けて、健康づくりスタート！健診を受けて、健康づくりスタート！健診を受けて、健康づくりスタート！健診を受けて、健康づくりスタート！健診を受けて、健康づくりスタート！健診を受けて、健康づくりスタート！健診を受けて、健康づくりスタート！健診を受けて、健康づくりスタート！健診を受けて、健康づくりスタート！健診を受けて、健康づくりスタート！健診を受けて、健康づくりスタート！健診を受けて、健康づくりスタート！健診を受けて、健康づくりスタート！健診を受けて、健康づくりスタート！健診を受けて、健康づくりスタート！健診を受けて、健康づくりスタート！健診を受けて、健康づくりスタート！健診を受けて、健康づくりスタート！健診を受けて、健康づくりスタート！

⇒ 年に1 度は健康診査を受診して、健康チェッ
クをしましょう。健診の受診方法などは15頁をご覧
ください。特定健診のみの集団健診もあります。

⇒ 健診結果はいかがでしたか。健診の結果を
参考に、健康づくりをスタートしましょう！

メタボ予防ワンポイント
◎食事はバランスよく
◎運動を習慣化
◎禁煙

～あなたのメタボ予防を丁寧に考えます～
「特定保健指導」をご活用ください
メタボリックシンドロームに着目した特定健診を受
診した人のうち、生活習慣の改善による予防効果が期
待できる人には特定保健指導のご案内と利用券を送付
します。あなたの健康を守るため、ご案内が届いた場
合はぜひご利用ください。尾道市国保の特定保健指導
は無料です。
●特定保健指導とは
医師・保健師・管理栄養士などの専門家が、メタボ
の改善・脱出を目指して、それぞれの生活に合わせた

健康づくりの方法を一緒に考え、サポートします。初
回面接で健康づくりのメニューを決めて、6カ月後に
成果を評価します。
●特定保健指導の効果は
特定保健指導を利用した人の翌年度の健診結果は、

半数以上の人について検査数値が改善されており、3
割の人はメタボ脱出も達成しています。（平成21年度
国保の特定保健指導利用者データより）
●特定保健指導を受けた人の声
～初回面接を受けて～
「自分の目標を決め、実践する方法まで決めたの
で、やってみようという意欲がでた。」
「いつか始めなければと思ってても行動できなかっ
たので、いいきっかけになった！」
～6カ月後の評価を終えて～
「毎日、血圧と体重の記録をつけるようになり、意
識づけができて目標以上の減量を達成した。これか
らも続けていきたい。」
「とにかく数値が少しでもよくなったことに感激。」
特定保健指導の対象者でなかった人も、成人健康相談
をご利用ください。日程や会場は10頁を参照ください。
健康推進課（10848－24－1962）

〔要申込〕40～74歳の人は申請時に特定健診受診券が必要！
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対象 尾道市に住民票がある人で各項目の対象年齢に該当し、職場で受診する機会のない人
受診結果を、尾道市や加入している医療保険者が保有することに同意する人

※受診は、集団健診・医療機関健診とあわせて 1 項目につき 1 年に 1 回です。
※尾道市国保人間ドック等で同様の検査を受けた人は、受診できません。

検診項目
集団健診の自己負担金（円）

（ ）内の金額は医療機関健診の自己負担金（円） 対象年齢
（がん・肝炎は平成24年3月31日時点の年齢が基準）

69歳まで 70～74歳 75歳以上
特定
健診

受診券に記載された金額
（尾道市国保は無料） 40～74歳

後期高齢者健診 無料（無料） 満75歳から
肝炎ウイルス検診（Ｂ・Ｃ型） 700（1,100） 無料（無料） 無料（無料） 40歳以上で今まで肝炎ウイルス検診を受けていない人
胃がん検診（Ｘ線） 1,100（3,400） 300（1,100） ―（ 300）

40歳以上
胃がん検診（内視鏡健診） ―（4,500） ―（1,500） ―（1,500）
肺がん（胸部Ｘ線）検診 200（1,100） 100（ 400） 100（ 100）
大腸がん検診（検便） 600（1,300） 200（ 400） 200（ 200）
腹部エコー ―（1,500） ―（ 500） ―（ 500）
前立腺がん検診（血液検査） 600（1,000） 200（ 300） 200（ 200） 50歳以上の男性
乳がん検診（視触診＋乳房Ｘ線） 700（ 700） 300（ 700） ―（ 300） 40歳以上で偶数年齢の女性
子宮頸部がん検診 500（ 600） 200（ 600） 200（ 200） 20歳以上で偶数年齢の女性
◎生活保護世帯の人はすべての健診、市民税非課税世帯の人は肝炎ウイルス検診のみが無料になります。
事前に申請してください。
◎無料クーポン券対象者は無料で受診できます。
（平成23年 4 月 1 日時点で子宮頸がん検診20・25・30・35・40歳、乳・大腸がん・肝炎検診40・45・50・55・60歳）
◎委託外の検査をした場合は料金が加算されます。

健診日 場　　所 申込期限

10月26日（水） 農村環境改善センター

9月21日（水）10月27日（木） 東部公民館

10月28日（金） 瀬戸田福祉保健センター

11月 6日（日）
～ 9日（水） 総合福祉センター

9月30日（金）
※11／6は残りわずか

11月16日（水）
17日（木）

芸予文化情報センター
（因島図書館）

10月13日（木）
※11／16は残りわずか

12月 1日（木） 公会堂
10月28日（金）

12月 2日（金） 浦崎公民館

12月13日（火）
～15日（木） 市民センターむかいしま 11月 7日（月）

1月18日（水） 芸予文化情報センター 12月 8日（木）

集団健診申込方法（いずれかの方法で申込）
●直接窓口へ来所［健康推進課、保険年金課、向島・
向東・浦崎支所、因島保健センター、御調保健福
祉センター、瀬戸田福祉保健センター］
●郵送（〒722－0017  尾道市門田町22－5  健康推進課）
●メールで申込［kenko@city.onomichi.hiroshima.jp］
件名に「集団健診の申込」、本文に「①受診希望日
（第1・第 2希望まで）②名前（ふりがな）③性別④生
年月日⑤年齢（平成24年 3 月31日時点）⑥住所⑦電
話番号⑧保険の種別［市国保・社保（名称と本人か被
扶養者か）・後期高齢者保険等］⑨希望の検診項
目」を記入
※電話での申込は原則受け付けていません。
※定員になり次第締切。早めに申し込みをしてください。

※健診結果は 1 カ月後に郵送します。
問い合わせ先
健康推進課予防係（総合福祉センター内 10848－24－1962）
御調保健福祉センター［御調地区］（10848－76－2235）

日程【受付時間／ 8：30～10：00】

がん検診は、受診券は不要です。特定健診は、各医療保険者（尾道市国保・健康保険組合・協会健保・共済組合等）が発行
する特定健診受診券が必要です。受診するまでにお手元にない人は、早めに各医療保険者にお問い合わせください。

尾道市内の委託医療機関で年間を通じて受診できます。
「尾道市の健診」と言って予約してください。

希望する検診を選べます（集団健診・医療機関健診）
年に一度のがん検診・特定健診年に一度のがん検診・特定健診
忘れない忘れない
年に一度のがん検診・特定健診年に一度のがん検診・特定健診
忘れない忘れない
年に一度のがん検診・特定健診
忘れない

医療保険者が発行
する受診券が必要（ ）

医療機関健診［医療機関に直接申込］

集団健診（要申込）※先着順［健診日のお知らせは10日前に郵送します］
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長者原スポーツセンター行事案内
（10848－48－5677）

9 月17日（土） 尾三地区ミニバスケットボール連盟秋季大会～18日
10月 1 日（土） 第2回原田杯ミニバスケットボール交歓大会

2 日（日） 平成23年度後期全尾道硬式卓球大会
8 日（土） 第7回福山南ライオンズクラブ旗争奪小学生バレーボール大会～9日
15日（土） 2011尾道ジュニアバレーボール練習試合

県立びんご運動公園行事案内
（10848－48－5446） http://www.bingo-undoukouen.jp/

9 月17日（土）
尾三地区1年生大会サッカー決勝／ナショナルメソッド伝達講習会～19日
第23回中四国地区中学校ソフトテニス研修大会～19日
中国六大学野球秋季リーグ戦～18日／広島県社会人サッカーリーグ、25日

18日（日）

尾道市スポーツフェスティバル第4回小中学生バレーボール親善大会
びんごマスターズ水泳短水路大会／スナッグゴルフミニカップ
リレーフォーライフ広島2011がん患者支援チャリティーイベント～19日
広島県ラグビーフットボール協会主催広島県社会人クラブリーグ戦

19日（祝） 2011キッズフェスタU-6／ダンスパーティー

23日（祝）

第26回びんご卓球大会／平成23年度前期新位審査会
JリーグU－14・U－13 サザンクロス
ハイパーカップミックスダブルステニス大会
医師会対抗テニス大会

24日（土）

第32回全日本エスキーテニス選手権大会
プログレスリーグU－15 2011
秋季広島県高等学校野球大会～25日
広島県高等学校新人水泳競技大会～25日

25日（日） 第28回広島県ビーチボールバレー大会／スポーツダンス交流会
第27回福山市長杯シングルス大会、10月2日

10月1日（土）
広島県改良普及職員協会ソフトバレーボール大会
プログレスリーグU－15／県職員地区対抗硬式テニス大会
第2回びんご中学生ソフトテニス交歓会／フェニックス交流大会

2 日（日）
尾道市スポーツフェスティバル第7回ビーチボールバレー大会
ダンスパーティー／広島県社会人サッカーリーグ
ラグビー広島惑染クラブ対抗大阪惑々クラブ交流試合

3 日（月） 小体連向島ブロック陸上記録会
6 日（木） 第47回小体連北部地区陸上記録会

8 日（土）
第7回福山南ライオンズクラブ旗争奪小学生バレーボール大会～9日
第2回広島県中学生長距離記録会／第2回中国・四国チャレンジマッチ～10日
第28回福山スワローズ福山市長杯大会～9日

9 日（日） 円宮杯第23回全日本ユースU－15県大会トーナメント
第49回尾道市こども会大運動大会

10日（祝） 第4回尾道市体育祭／全日本ユースU－15広島県大会
11日（火） 小体連東部地区陸上記録会
13日（木） 2011 Peace Cup 第22回国際交流車いすテニス大会～14日（予備日）

15日（土）

第2回尾道市ラージボール卓球交流大会卓球の部
スポーツオーソリティカップ2011中四国大会
広島県高等学校定時制通信制種目別選手権大会ソフトテニスの部
広島県専門学校軟式野球秋季大会決勝戦
第8回びんご地区ジュニアユースリーグU－11

※行事案内は予定のため、変更・中止されることがあります。

場所 びんご運動公園健康スポーツセンター、陸上競技場
①トップアスリートに学ぼう！ウォーミングアップ・トレーニング体験教室
時　間 10：00～12：00（陸上競技場）
講　師 福元哲郎さん（トライアスリート、トライアスロン日本アマチュアチャンピオン）
対　象 小学 4 ～ 6 年生（100人程度）
②ひろしま子ども夢スポーツ応援事業 サンフレッチェ広島 夢スポーツ教室
時　間 13：00～15：00（陸上競技場）
講　師 サンフレッチェ広島コーチ
対　象 小学 3 ～ 6 年生（ 3・4 年生 50人、5・6 年生 50人）
持参物 サッカーボール 1 個
③競技力アップ講座～バレーボール編～
時　間 13：00～15：00（サブアリーナ）
講　師 八幡義雄さん（大阪産業大学客員教授・FIVB国際バレーボ
ール連盟国際公認コーチ台湾・タイ、ナショナルジュニアチームコーチ）

対　象 小学4 年生～中学生のバレーボール競技者（100人程度）
※監督・コーチも見学にぜひお越しください。
持参物 バレーボール 1 個
④ノルディック・ウォーキング体験会
時　間 10：00～12：00（サブアリーナ等）
講　師 高橋尚治さん（（社）全日本ノルディック・ウォーキング連盟　公認指導員）
対　象 中・高年者（30人） 参加費 一人300円
⑤スポーツ肩障害のリハビリ～五十肩・野球肩を中心に～
時　間 13：00～15：00（視聴覚室）
講　師 真鍋博規さん（尾道市民病院整形外科、医学博士）
対　象 高校生以上（30人程度）
⑥親子体操
時　間 13：30～15：00
内　容 運動神経を伸ばすためにさまざまなトレーニング
を親子一緒に楽しみます。

講　師 尾道市スポーツ推進委員
対　象 5・6 歳児親子、小学 1・2 年生親子（20組40人）
⑦新体力テスト! チャレンジしよう!!
時　間 11：00～15：00
対　象 20歳～79歳の男女（平成23年 4 月 1 日現在）
テスト項目
全員：握力、上体おこし、長座体前屈
20～64歳：反復横とび、急歩か20ｍシャトルラン、立ち幅跳び
65～79歳：開眼片足立ち、10ｍ障害物歩行、6 分間歩行
⑧生涯スポーツ体験（ペタンク・カローリングの体験）
時　間 11：00～15：00
講　師 尾道市スポーツ推進委員
⑨各地区対抗カローリング交流会
時　間 9：10～12：00
参加費 一人300円（ 1 チーム 3 人で参加）
※各地区体育協会からの申込となります（原則 2 チームまで）

※①②③⑤⑥⑦⑧は参加無料です。
申込方法 9 月24日（土）までに、長者原スポーツセンター等にあ
る参加申込書に記入のうえ、郵送かFAX、持参のうえ申込（必着）
スポーツ振興課（長者原スポーツセンター 2 階
10848－40－0310 50848－48－3160）

尾道市体育祭

日程 10月10日（祝）
場所 因島運動公園、因島勤労者体育センターなど
種目 陸上競技、バレーボール、軟式野球、ソフトテニス、バド
ミントン、卓球、柔道、空手道、テニス、サッカー、ヨット、ボウ
リング、ソフトボール、ゲートボール、ビーチボールバレー、グ
ラウンドゴルフ、ソフトバレーボール、ラージボール、ターゲッ
トバードゴルフ、水泳、ミニテニス、身体障害者福祉協会（輪
投げ、ゲーゴルゲーム）、ペタンク（公開競技）

※種目により開催日時・場所が違います。
因島体育協会事務局（因島瀬戸田地域教育課内 10845－26－6206）

第42回因島総合体育大会
びんご運動公園では、恒例行事となった屋外での映画
鑑賞会や、焼きそばや豚汁といった屋台を行います。
日　時 10月 1 日（土）※雨天の場合10月8日（土）に延期
17：00～焼きそば・豚汁販売予定、18：00～映画鑑賞
場　所 びんご運動公園健康スポーツセンター前広場
映　画 上映作品「トイストーリー 3 」
参加費 一人300円（びんごスポーツFUNクラブ会員200円）
チケット びんご運動公園管理事務所で販売中

びんご運動公園（10848－48－5446）

秋祭り野外映画鑑賞会
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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～

家電リサイクル法によりリサイクルすることとなっ
ている品物は、「ブラウン管式・液晶式・プラズマ
式のテレビ、エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・
衣類乾燥機」です。これらは、尾道市の施設（クリ
ーンセンター）で処理ができません。不要になった
ら次の方法で処理してください。
①買い替えの場合は、「リサイクル料金」と「運搬
料金」が必要です。買い替える小売店に引き取っ
てもらってください。
②買い替えでない場合は、「リサイクル料金」と「運
搬料金」が必要です。その製品を購入した小売店
や家電量販店に引き取ってもらってください。
③自分で運搬する場合は、「リサイクル料金」が必
要です。事前にメーカー名・大きさを調べ、「リ

サイクル料金」は、郵便局で家電リサイクル券を
購入していただきます。購入後、引取場所へ直接
持ち込んでください。
■尾道市内の引取場所（全メーカー引取）
㈱丸総商店尾道営業所
（東尾道14－9 10848－56－0051）
因島地域は因島リサイクルセンターで引取可（リ

サイクル券を購入して持込、別途保管手数料3,000円
必要）
Ｑ ビデオ・ＤＶＤデッキはどのように処理したら
よいですか。

Ａ これらは家電リサイクル法に該当しませんので、
尾道市の施設で処理します。「燃やせないごみ」
の日に出してください。

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 9／25（日）8：30～12：00 資源物・粗大ごみを含む 清掃事務所　（10848－48－2900）
南 部 清 掃 事 務 所 9／25（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（10845－24－0432）

瀬戸田名荷埋立処分地
10／2（日）9：00～12：00

13：00～16：00
生ごみを除く

【9／30まで】南部清掃事務所瀬戸田分所
（10845－27－0454）

【当 日】瀬戸田名荷埋立処分地
（10845－27－4810）

テレビやエアコン、冷蔵庫などはどのように処理したらよいですか

秋のシティクリーニングの持ち込み　9月25日（日）、10月23日（日）8：30～12：00

旧 尾 道 地 区
（下記を除く地域）

燃やせるごみの収集が月・木曜日の週 2回の地域
（※燃やせるごみの収集が月・水・金曜日の週 3回の地域は収集しません。）

因 島 地 区 ごみ収集カレンダーどおり収集（燃やせるごみが月・木曜日の地域）
瀬 戸 田 地 区 中野・鹿田原・沢・瀬戸田・港・福田・高根（燃やせるごみが月・木曜日の地域）
御 調 地 区 市・上川辺

向 島 地 区
Ａ地区：兼吉・小歌島・東富・中富・西富・土井・宇立・川尻・宇山
（燃やせるごみが月・木曜日の地域）

実施する地区は直接、尾道市クリーンセンター（仮置き場）へ持ち込んでください。

※ 9月19日と10月10日のごみ持込受付はありません。

9月19日（敬老の日）、10月10日（体育の日）は次の地域で「燃やせるごみ（可燃）」を収集します（※その他の収集は休みです。）

旧 尾 道 地 区
（下記を除く地域）

燃やせるごみの収集が火・金曜日の週 2回の地域
（※燃やせるごみの収集が月・水・金曜日の週 3回の地域は収集しません。）

因 島 地 区 ごみ収集カレンダーどおり収集（燃やせるごみが火・金曜日の地域）
瀬 戸 田 地 区 名荷・田高根・林・荻・宮原・垂水・御寺（燃やせるごみが火・金曜日の地域）
御 調 地 区 河内・綾目

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

※ 9月23日のごみ持込受付はありません。

9月23日（秋分の日）は次の地域で「燃やせるごみ（可燃）」を収集します（※その他の収集は休みです。）
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電話予約で住民票・印鑑証明書
が平日夜間や休日に受け取れます

昼間に窓口に来るのが難しい皆さ
んに、利用していただける方法です。
予約場所 本庁市民課、因島総合支所、
御調支所、向島支所、瀬戸田支所

対象 住民票、印鑑証明書
予約者 証明書に記載された本人か
本人と同一世帯の人
受取者 予約者か予約者と同一世帯
の人で予約者が指定した人
予約方法 受取希望当日（※受取希
望日が休日の場合は、その直前の
開庁日）の 8：30～17：00に受取を
する場所（下記予約先）へ電話
受取場所 予約した場所の警備室
受取時間 平日／17：30～21：00、休
日／ 9：00～17：00の希望の時間
受取に必要なもの ①受取者の本人
確認書類（※顔写真付き住民基本
台帳カード、運転免許証、パスポ
ート等、官公署が発行した写真付
きの書類。お持ちでない場合は、
利用できません。）②印鑑証明書の
場合は、証明する人の印鑑登録証
（カード）
市民課（10848－25－7102）
因島総合支所市民生活課
（10845－26－6208）
御調支所住民課
（10848－76－2111）
向島支所住民福祉課
（10848－44－0110）
瀬戸田支所住民福祉課
（10845－27－2211）

犬の飼い方のマナー

■犬は必ずつないで飼いましょう
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について
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。その場合は
ただちに、広島県動物愛護センター
に連絡をお願いします。
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。
環境政策課（10848－25－7430）
広島県動物愛護センター
（10848－86－6511）

都市計画道路の変更説明会

備後圏都市計画道路の変更案につ
いて、説明会を開催します。
■第1回（渡場線、久保海岸線）
日時 9 月22日（木）19：00～
場所 市役所 5 階委員会室
■第2回（東御所三軒家線）
日時 9 月29日（木）19：00～
場所 しまなみ交流館大会議室
まちづくり推進課（10848－25－7222）

水道局因島瀬戸田営業所の
事務所が移転します

10月 1 日より、因島瀬戸田営業所
が因島総合支所 1 階に移転します。
今後とも水道行政にご理解・ご協力
をお願いします。
水道局因島瀬戸田営業所
（10845－22－0499）

市長の資産等報告書の閲覧

10月 4 日（火）から、「政治倫理の確
立のための尾道市長の資産等の公開
に関する条例」に基づき、尾道市長
の資産等報告書の閲覧を行います。
閲覧時間 8 ：30～17：15

（閉庁日を除く）
閲覧場所 秘書広報課秘書係

（市役所 4 階）
秘書広報課秘書係（10848－25－7303）

マンガで賑わう
尾道まちづくり参加者募集

今秋開催の市立美術館「かわぐち
かいじ展」に関連して、マンガによ
る賑わいづくりを一緒にしませんか。
商店街などで「似顔絵」を描く人、
かわぐちかいじ作品「僕はビートル
ズ」にちなんで、ビートルズや団塊
の世代が親しめる演奏をする個人や
団体を募集しています。
期間 10月 1 日（土）～11月27日（日）の
うち週末やイベント開催日
場所 商店街を中心にした各種イベ
ント会場
申込方法 「似顔絵」「演奏（バンド）」
のうち、どちらか参加希望を明記
のうえ「①住所②名前③年齢④電
話番号」を書き添えて、デモ作品
と合わせて提出
※随時参加者は募集していますが、
イベントの内容により参加を調整
することとなります。
※詳しくはお問い合わせください。
なお、一定の基準のもとに採用し
ますので、参加希望者にはそれぞ
れ簡単な審査があります。ご了承
ください。
政策企画課協働推進係
（10848－25－7435）
kikaku@city.onomichi.hiroshima.jp

第24回「いのち・愛・おのみち」
人権展作品募集

市では、12月の人権週間を前に作
品を募集します。
募集作品 いのち・愛・人権・平和

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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を大切にしようとする気持ちがあ
ふれた作品（標語・ポスター・絵
画・絵手紙・ちぎり絵・書・短
歌・俳句・写真など）
応募方法 9 月12日（月）～11月4 日（金）
に「住所、名前、電話番号」を記
入のうえ応募
※作品は「いのち・愛・おのみち」
人権展に展示するとともに、啓発
資料として活用します。応募者に
は粗品をさしあげます。
〒722－0041  尾道市防地町26－24
人権推進課（尾道市人権文化セン
ター内　10848－37－2631）

第48回尾道勤労者美術展作品募集

応募資格 市内に住所か勤務先があ
る勤労者とその配偶者（市内に住
所がある人）・退職者
■作品受付日時など
日時 11月 9 日（水）10：00～18：00
場所 公会堂別館
種目 日本画、洋画、彫刻、工芸、
書（漢字・仮名）、写真、デザイン
出品料 作品 1 点につき500円
※自作未発表、同種目一人1 点に限る
■作品展示期間
前期 11月16日（水）～20日（日）
種目 日本画、洋画、彫刻、工芸
後期 11月23日（祝）～27日（日）
種目 書、写真、デザイン
時間 10：00～18：00

（最終日は17：00まで）
場所 公会堂別館
文化振興課（10848－25－7366）

リアル塾議参加者募集
（講演＋ワークショップ）
今、子どもたちに学んでほしいこと
～学校・家庭・地域の協働による教育づくり～

次代を担う子どもたちのために協
働してできることについて、多様な
人たちと共に考えてみませんか。
日時 9 月23日（祝）13：30～17：30
場所 向島公民館大研修室（尾道市
民センターむかいしま内）
対象 教育に関心のある人
ゲスト 長畑　実さん（山口大学教
授、社会教育学）、柿本和彦さん
（NPOおのみち寺子屋理事長）ほか
申込方法 9 月20日（火）までに、文部

科学省ホームページで参加登録
http://jukugi.mext.go.jp/
尾道青年会議所（10848－20－1110）

尾道市街地区クリーンキャンペーン事業
第1回「トイレGAきれいじゃん!」
参加者募集

日時 10月16日（日）8：00～12：00
※雨天決行
集合場所 長江口ゆとりの広場
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：てっぱんを利用した
料理、傷害保険代含む）
尾道観光協会（10848－37－9736）

公の施設の指定管理者募集

市では、次の施設について、平成
24年度から管理を担っていただく指
定管理者を募集します。詳しくはお
問い合わせください。
施設名 因島漁船等巻揚施設
所在地 因島土生町
申込期限 10月14日（金）
管理期間 平成24年度から 3 年間
因島総合支所しまおこし課
（10845－26－6211）

「瀬戸田PR部隊」募集

瀬戸田のよさを全国にアピールし
たい！もっといろんな人と出会いた
い！という人、一緒にイベントを企
画しませんか。「瀬戸田観光ツアー」
を企画して都市部の人たちを誘致
し、一緒に遊ぶプランを企画し、そ
の実働に向けての準備を行います。
瀬戸田の良いところ悪いところを楽
しく話し合い、島外の人にも瀬戸田

を好きになってもらいましょう！
■第1回目
日時 9 月30日（金）19：30～
場所 瀬戸田市民会館
NPO法人せとだ港房
（河西　1080－6157－7416）

CYCLE MODE 
しまなみアイランドライド2011
～プレイベント・本大会～

9 月17日・18日に、しまなみ海道
全域で自転車愛好者によるロングツ
ーリングイベント「CYCLE MODE
しまなみアイランドライド2011」を
開催します。
17日のプレイベントは、「おのみ

ちサイクルフェスタ」と題して各種
イベントを実施、18日の本大会は、
向島～因島～生口島の島内道路・架
橋部の自転車道で多くの自転車が走
行します。ご迷惑をおかけしますが、
安全確認や交通ルールの遵守等、ご
協力をお願いします。詳しくは折込
チラシをご確認ください。
■プレイベントデー
「おのみちサイクルフェスタ」
日時 9 月17日（土）10：00～17：00
場所 向島運動公園駐車場
内容 ニューモデル自転車の展示や
試乗会、トークショー、和太鼓演
奏、飲食屋台村、お楽しみ抽選会
など
■サイクリングデー
（当日参加できません。）
日時 9 月18日（日）6：30～18：30
場所 しまなみ海道全域
観光課（10848－25－7184）

1電話  5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

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
※詳しくは、広報おのみち10月号
でお知らせします。
生涯学習課生涯学習係（10848－25－7362 50848－37－3004）

1月8日（日）13：30から開催します
平成24年尾道市成人式は
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第51回尾道市交通安全大会

日時 10月 1 日（土）13：30～
場所 公会堂
内容 第 1 部：優良運転者等の表
彰・交通安全作文の発表、第 2 部：
アトラクション（ひまりライブ）
※来場者に記念品進呈（先着700人）
総務課生活安全係
（10848－25－7216）

第38回消防車写生大会

日時 10月 2 日（日）9：00～12：00
※雨天等延期の場合10月16日（日）
場所 尾道消防防災センター

（東尾道18－2 ）
※駐車場は尾道市浄化センター
対象 幼児・園児・児童と保護者な
どで、市内在住か市内保育所・幼
稚園・小学校などに通園・通学・
勤務する人
消防局予防課（10848－55－9123）
因島消防署予防・査察係
（10845－22－0119）

第3回御調町観月会

日時 10月 8 日（土）18：30～20：30
会場 圓鍔勝三彫刻美術館
内容 いけばな、お茶席、音楽、俳
句ほか
料金 観月券：1,000円

（下記問い合わせ先にて取扱）
圓鍔勝三彫刻美術館
（10848－76－2888）
尾道しまなみ商工会御調支所
（10848－76－0282）

原田NRC
腐葉土・エコセット販売

原田中学校生徒が運営する、㈱Ｎ
ＲＣ（ナチュラル・リサイクル・コー
ポレーション）が生産する手作り・安
心・安全の良質な腐葉土で花を育て
てみませんか。土に戻る植木ばちと
腐葉土と花の種をセットにした原田
エコセットの販売も予定しています。
日時 10月 1 日（土）10：00～
※売り切れ次第終了
場所 尾道商業会議所記念館広場
原田中学校（10848－38－0239）

第6回尾道トラック祭り

日時 9 月23日（祝）10：00～（小雨決行）
場所 尾道地区総合トラックセンター
内容 トランペット鼓笛隊・太鼓演
奏、ビンゴゲーム、大型トラッ
ク・パトカー・白バイ運転席体
験、屋台ほか
広島県トラック協会尾道支部
（10848－46－4538）

第33回おのみち矯正展

日時 10月16日（日）9：00～15：30
場所 ＣＦ尾道みどりが丘

（尾道刑務支所／防地町23－2）
※雨天決行。駐車場は久保中学校グ
ラウンド
内容 刑務作業・各種指導等のパネ
ル展示、施設見学（当日受付）、全
国の刑務所作業製品（家具・日用
雑貨等）の展示・販売、尾道北高
等学校吹奏楽部コンサート、バザ
ー・飲食物販売、性格診断ほか
尾道刑務所（10848－37－2417）

第27回今治タオルフェア

日時 10月 1 日（土）・ 2 日（日）
10：00～17：00

場所 テクスポート今治（今治市）
内容 メーカー各社による各種タオ
ル製品を格安販売、小中学生タオル
デザイン・アイデア展、織物体験・
糸紡ぎ体験コーナー、今治タオル体
操コンテスト（ 2 日14：00～）など
※発展途上国の子どもへワクチン代
を寄付するエコキャップ運動を行
います。不要になったペットボト
ルのキャップをご持参ください。
四国タオル工業組合
（10898－32－7000）

自然まるごと芦田川探検隊

自然環境に恵まれた河佐峡で、水
質浄化や環境保全について身近に考
える場として、体験型の環境学習を
実施します。
日時 9 月23日（祝）10：00～15：00
場所 府中市河佐峡（駐車場あり）
対象 小・中学生（保護者の参加も可）
定員 尾道市・福山市・府中市・井

原市・世羅町で先着90人
内容 カヌー体験・自然体験学習、
魚類観察など
環境政策課（10848－25－7430）

尾道子ども劇場
歌舞伎ワークショップ
～歌舞伎の所作を体験しよう～

日時 10月 2 日（日）15：00～17：00
場所 中央図書館　参加費 200円
尾道子ども劇場（10848－22－8093）

尾道ふれあいの里の催し

■第11回カップリングパーティー
日時 9 月25日（日）18：00～
対象 男女とも25～45歳の独身の人
参加費 男性4,000円、女性2,000円
尾道ふれあいの里
（10848－77－0177）

いのちの輝きセミナー2011

日時 10月18日（火）
19：00開演
（18：30開場）

場所 ベル・カントホール
（瀬戸田町）

演題 自分らしく輝いて生きる
講師 遥　洋子さん（タレント・作家）
※手話通訳付
尾道市人権文化センター
（10848－37－2631）

第7回尾道文学談話会

「宮沢賢治の文学―『どんぐりと
山猫』―」の 2 回目です。賢治はこ
の作品でいったい何を伝えようとし
たのでしょう。いよいよ謎の多いこ
の作品の核心に迫ります。 1 回目に
出席していなくても、これまでの概
略をお話しするので受講に支障はあ
りません。
日時 10月 6 日（木）18：30～20：00
場所 尾道白樺美術館［尾道大学］
講師 寺杣雅人

（尾道大学芸術文化学部教授）
定員 15人
申込期限 10月 3 日（月）
尾道白樺美術館［尾道大学］
（10848－20－7831／火・水曜休館）
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おのみち公民館いきいき講座

今年度も「みんなで創ろう！わた
したちの公民館」をテーマに、市内
公民館を巡回しながら開催していま
す。第 3 回目は中庄公民館で開催。
どなたでも受講できます。
日時 9 月22日（木）13：30～15：00
場所 中庄公民館（因島中庄町）
講演 シニアパワーで“ほっと”な
地域づくり
講師 中村由利江さん

（紙芝居「夢屋」代表）
中央公民館（10848－44－0683）

山波町の歴史・文化講座
第3回「山波町の祭り」

日時 10月 8 日（土）19：00～21：00
場所 山波公民館
講師 寺岡昭治さん（尾道市文化財
保護委員長・山波民俗行事保存会
会長）
山波公民館（10848－37－8226）

尾道市文化協会創立30周年記念事業
第29回尾道市文化協会総合
文化祭「尾道の美・文芸」展

期間 10月 6 日（木）～10日（祝）
時間 10：00～17：00（10日は16：00まで）
場所 尾道市民センターむかいしま
内容 尾道市文化協会員による美術
作品等展示［書（漢字・仮名）、写
真、石、木工芸、彫刻、陶芸、絵
画（日本画・油彩画）、文芸ほか］
尾道市文化協会（10848－25－7366）

尾道小径散策「秋の茶会」

市内の古刹等において秋のお茶会
を開催します。お茶文化や尾道の歴
史文化をお楽しみいただけます。
日時 11月 3 日（祝）受付 9：00～15：00
場所・担当
■浄土寺
速水流滌源会尾道支部
■尾道絵のまち館
表千家流同門会備後支部（尾道）
■尾道迎賓館
裏千家淡交会尾道支部
■尾道ポートターミナル
煎茶道三癸亭賣茶流尾道支部

料金 一席600円（前売500円）
販売先 上記各流派、今川玉香園茶
舗、藤原茶舗、尾道市文化協会事
務局（文化振興課内）
尾道市文化協会（10848－25－7366）

向島地区文化祭

■美の祭典
期間 10月 6 日（木）～10日（祝）
時間 9：00～17：00（10日は16：00まで）
■音楽・芸能フェスティバル
日時 10月 9 日（日）13：00開会
■お茶席
日時 10月 9 日（日）受付10：00～15：30
料金 一席400円

（速水流・三癸亭賣茶流）
販売先 向島地区茶道部会

（新田　10848－44－1553）
場所 尾道市民センターむかいしま
尾道市文化協会（10848－25－7366）
向島公民館（10848－44－0683）

人権啓発ポスター展

人権意識の普及高揚を目的とした
ポスターを展示します。あらためて
人権について考えるきっかけとして
いただければ幸いです。
期間 開催中、10月11日（火）まで
時間 8：30～17：15

（土・日・祝日を除く）
場所 尾道市人権文化センター
尾道市人権文化センター
（10848－37－2631）

おのみち文学の館「文学記念室」

■横山美智子特別展示
期間 9 月30日（金）～11月14日（月）
内容 遺品等ゆかりの品を展示
■文学記念室内「茶室」（期間限定）
特別公開
「登録の日」（10月 6 日）と「近代
化遺産の日」（10月20日）を含む10月
1 日～11月30日に、「近代化遺産全
国一斉公開2011」事業が全国で展開
されます。この事業に協賛して、国
登録有形文化財（建造物）として登録
されている旧福井家住宅（尾道市文
学記念室）主屋、蔵、茶室のうち、
普段公開していない茶室を特別公開
します。

期間 10月 1 日（土）～11月27日（日）の
土・日・祝日（雨天・風の強い日
は公開中止）
■文学記念室内「林芙美子」常設展
示品の貸出
神奈川県立神奈川近代文学館で開
催される「没後60周年記念展　いま
輝く林芙美子」展（10月 1 日～11月
13日）に、当館常設展示資料も展示
公開されます。資料出品中は、芙美
子ファンの皆さんには申し訳ありま
せんが、ご理解をお願いします。
貸出期間 9 月 9 日（金）～11月下旬（未定）
貸出資料 【常設】机、座椅子・座布
団、インクつぼ、万年筆【その
他】油彩画「モンマルトル風景」
「裸婦像」、「泣虫小僧」ほか生原
稿4 点、川端康成関係生書簡2 点、
辻平一あて生書簡、林泰あて生は
がき
※尾道東高校寄託・市立中央図書館
所蔵資料も併せて公開されます。
■文学記念室について
時間 10月／ 9：00～18：00

（入館は17：30まで）
11月／ 9：00～17：00
（入館は16：30まで）

入館料 一般300円、中学生以下無料
文化振興課（10848－25－7366）
文学記念室（10848－22－4102）

瀬戸田図書館の催し

■昆虫標本コレクション
「しまなみに生きる昆虫たち」
向島在住の江頭正さんは、長年に
わたって昆虫を見つめてきました。
身近に生きている小さな命をみつめ
てみましょう。
期間 開催中、 9 月25日（日）まで
■生口島・因島ヤングアダルトの自
由時間
自分のために時間を作って「表

現」している若者がいます。今回は
イラストと折紙への挑戦者です。
期間 9 月28日（水）～10月15日（土）
時間 10：00～18：00

（月・火・祝日を除く）
瀬戸田図書館（10845－27－1877）
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