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瀬戸田図書館の催し

■タカハシユキノリ「創作折り紙展」
四角な一枚の紙から折り出され

た、さまざまなカタチ。日本伝統の
折り紙に、若々しいセンスが取り入
れられてこれが一枚の紙から？と思
う作品ばかりです。
期間 開催中、 7月30日（土）まで
時間 10：00～18：00

（月・火・祝日を除く）
■マイプレーン教室
簡単に作れて、よく飛ぶ飛行機を
作ります。（要申込）
日時 7 月23日（土）13：30～
場所 瀬戸田市民会館工作室
対象 小学生以上（定員15人）
瀬戸田図書館（10845－27－1877）

北久保児童館で遊ぼう!!
夏休みのイベント

■作って遊ぼう！
日時 7 月25日（月）～27日（水）

14：00～16：00
対象 幼稚園児、小学生
■オリジナルうちわ作り！
日時 7 月28日（木）13：30～14：30
対象 幼稚園児、小学生（定員15人）
持参物 手拭き　参加費 90円
■自分だけの作品を作ろう！
日時 8 月 3 日（水）13：30～15：30
対象 幼稚園児、小学生（定員10人）
参加費 500円
■よく飛ぶ紙飛行機を作って飛ばそう！
日時 8 月 9 日（火）13：30～15：00
対象 幼稚園児、小学生（定員15人）
■ピカピカに光る泥だんごを作ろう！
日時 8 月24日（水）13：30～15：30
対象 小学生（定員10人）
持参物 下敷き、ふきん　
参加費 280円
※幼稚園児は保護者同伴での申込
申込方法 7 月19日（火）10：00から、
電話か直接児童館で申込（先着順）

受付時間 10：00～16：30（土・日曜
を除く）
※ 8月頃から人権文化センターの施
設工事を予定しています。ご迷惑
をおかけしますが、ご協力よろし
くお願いします。
北久保児童館
（10848－20－7192）

尾道市文化財愛護少年団
団員募集と学習会

■第1回学習会「縄文土器づくり体験」
日時 7 月25日（月）9：30～11：30
場所 おのみち生涯学習センター
日時 7 月26日（火）9：30～11：30
場所 因島市民会館
日時 7 月26日（火）14：00～16：00
場所 瀬戸田市民会館
内容 本物の土器を見本にして縄文
土器を制作
対象 市内小学 5・ 6年生
申込方法 7 月19日（火）までに各小
学校で配布している申込書を提出
■第2回学習会「洋上セミナー」
日程 8 月20日（土）※雨天決行
場所 今治市村上水軍博物館・能島
城跡など
内容 フェリーに乗って、向島や因
島の遺跡や今治市村上水軍博物
館、能島城跡などを見学。潮流体
験。親子での参加可
対象 市内小学 5 ・ 6 年生・中学
生と保護者
定員 先着200人
申込方法 各小・中学校で配布して
いる申込書を提出
文化振興課（10848－25－7312）

第26回〈尾道市小児ぜんそく対策林間学校〉
サマーキャンプ
ぜんそくなんかこわくない!!小学生!!集まれ!!

期間 8 月18日（木）～21日（日）
場所 広島県立福山少年自然の家
参加費 児童一人当たり10,000円

尾道総合病院小児科
（佐々木　10848－22－8111）

夏の特別レッスン
夏を涼しくアレンジしてみま
せんか！

日程・内容
① 7月26日（火）「観葉植物の寄せ植え」
暑い夏を寄せ植えで涼しく過ご
そう！
② 9月13日（火）「プリザーブドフラワ
ーのアレンジ」
バラを使って可愛いアレンジを
作りましょう！
③ 9月27日（火）「生花を使ったアレンジ」

秋の花を使ったアレンジを作り
ましょう！
時間 19：00～20：50（全 3回）
対象 市内在住か勤務先のある15歳
～35歳未満の人（学生は除く）
講師 高尾　勉さん（タカオフラワ
ーブティック）
定員 先着各15人
花材費 各講座とも 1回2,000円
※新規会員は登録料900円が必要
申込期限 各講座とも開催日の 4日
前19：00まで
尾道勤労青少年ホーム

（10848－22－5396／13：00～21：00）

耕三寺「夏蓮祭」

期間 7 月16日（土）～ 8月14日（日）
内容 耕三寺サマークイズ、蓮華鑑
賞会、蓮華撮影会、百鬼夜行図展
示解説・ワークショップ、涼風コ
ンサート（期日限定あり）
※いずれも入館料必要。その他、定
員・料金など詳しくはお問い合わ
せください。
耕三寺博物館（10845－27－0800）

尾道ふれあいの里の催し

■親御様の婚活パーティー（ブライ
ダル講師講演）
日時 7 月24日（日）12：30～
参加費 7,000円（オードブル・ソフ
トドリンク込）
持参物 お子さんの身上書、写真
申込期限 7 月20日（水）
■第10回カップリングパーティー
日時 7 月24日（日）18：00～
参加費 男性4,000円、女性2,000円
（オードブル・ソフトドリンク込）
対象 男女とも25歳～45歳の独身
定員 男女とも各20人
申込期限 7 月20日（水）
■住吉送迎プラン（おのみち住吉花火）
日程 7月30日（土）
内容 尾道ふれあいの里からバスで
尾道へ、自由に花火観覧後にバス
でふれあいの里へ（宿泊）
会費 10,000円（ 1 泊 2 食・夕食は
弁当・飲物付）
定員 26人（最少催行人数15人）
申込期限 7 月23日（土）
※荒天の場合花火は中止
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尾道ふれあいの里
（10848－77－0177）

フィーラス華国際理解講座
草木染め＆織物体験

日時 7 月24日（日）10：00～14：00
場所 向島立花テキスタイル研究所
（立花自然活用村）
内容 尾道の植物でハンカチを染め
よう！コースターを織ってみよう！
講師 新里カオリさん
定員 申込先着30人
会費 1,500円（ただし外国人は無料）
※昼食は向島洋らんセンターのカレ
ーを用意しています。
申込期限 7 月20日（水）
ひかり服装専門学校
（10848－23－3140）

広島県国際交流協会7月例会

日時 7 月24日（日）13：00～16：00
内容 歌、ディスカッション「竜巻
のメカニズムを探る」、講演「ド
イツについて（講師：ヨハンズ・
バッドキーウィツさん）」
松浦宅ラウンジ（10848－37－3518）
http://www.geocities.jp/matsuuras2000/

狩猟免許初心者講習会・
狩猟免許試験

■狩猟免許初心者講習会
◇ 7月24日（日） 八丁堀シャンテ（広島市）
◇ 7月31日（日） 庄原市ふれあいセンター
◇ 8月 7日（日） 東広島市中央公民館
◇ 8月21日（日） 八丁堀シャンテ
時間 9：00～16：00
講習内容 網猟、わな猟、第一種銃
猟、第二種銃猟
定員 各日申込先着60人
受講料 8,500円（事前に現金書留か
銀行振込）
※網猟とわな猟と第一種（第二種）を
同じ日に受講することはできませ
ん。二度目の受講で午後のみ受講
の場合は3,500円
申込方法 各受講日の1週間前まで
に、農林水産課か各支所にある申
込用紙をＦＡＸか郵送で申込
（社）広島県猟友会（1082－227－7890）

■狩猟免許試験
◇日時 7 月28日（木）9：00～（※ 1 ）
場所 福山庁舎第 1庁舎 4階
定員 80人　申込期限 7 月15日（金）
◇日時 8 月 4 日（木）9：00～（※ 2 ）
場所 庄原市ふれあいセンター
定員 80人　申込期限 7 月25日（月）
◇日時 8 月 8 日（月）13：00～（※1 ）
場所 三次庁舎第 3庁舎
定員 50人　申込期限 7 月29日（金）
◇日時 8 月10日（水）9：00～
場所　県庁本館 6階講堂（広島市）
定員 150人　申込期限 7 月29日（金）
◇日時 8 月23日（火）13：00～（※1 ）
場所 三原市久井公民館
定員 50人　申込期限 8 月12日（金）
◇日時 8 月25日（木）13：00～（※1 ）
場所 呉庁舎第 2庁舎11階
定員 50人　申込期限 8 月16日（火）
◇日時 8 月28日（日）9：00～（※ 2 ）
場所 東広島庁舎会議棟
定員 70人　申込期限 8 月18日（木）
◇日時 8 月31日（水）9：00～
場所 県庁本館 6階講堂（広島市）
定員 150人 申込期限 8 月19日（金）
対象 広島県に住所を有する満20歳
以上の人
免許の種類 網猟、わな猟、第一種
銃猟、第二種銃猟（ただし、※ 2
は網猟のみを除く）※ 1はわな猟
のみ実施
手数料 初心者は受ける免許の種類
ごとに5,200円。狩猟免許所持者
が他の種類を受験する場合は種類
ごとに3,900円
※同一試験日に複数の免許種別の試
験を受けることができます。広島

県に「狩猟免許申請書」等を提出
する必要があります。申請用紙
は、農林水産課・各支所にもあり
ます。詳しくは、広島県自然環境
課へお問い合わせください。
広島県自然環境課
（1082－228－2111）

千光寺山ロープウェイ延長運転

期間 7 月23日（土）・30日（土）
8 月 6 日（土）・13日（土）～16日
（火）・20日（土）・27日（土）

時間 9：00～19：00
※ 7 月30日（土）は「おのみち住吉花火
まつり」のため、22：00まで運行
します。
観光課（10848－25－7185）
千光寺山ロープウェイ事務所
（10848－22－4900）

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

デジサポ広島（総務省広島県テレビ受信者支援センタ
ー）では、地デジでお困りの人のために、無料の「地デ
ジ相談コーナー」を開設しています。
■市役所1階ロビー
期間 8 月26日（金）までの10：00～17：00
※土・日・月曜は休み。ただし 7 月25日（月）、 8 月22日（月）は開催
■総合福祉センターロビー
期間 8 月14日（日）までの土・日曜10：00～17：00
デジサポ広島（1082－544－0227）

7月24日にアナログ放送終了!!

地デジに完全移行します
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「尾道」が好き。自分が知っている
「尾道」を多くの人に知ってほしい。
でも、どうしたらいいの？ブログとか
ツイッターとかいろいろありすぎてわ
からないし…。
まずメディアとは何かを知る。「尾
道」を知る。「尾道」を伝える方法を
知る。そして情報発信ツールの使い方
を知る。6回シリーズの学べる講座で
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1回（基礎編）
メディアとは何か～情報化時代を正しく生きる～
日　時 7 月28日（木）19：00～20：30
場　所 しまなみ交流館市民ギャラリー
講　師 飯田　豊さん（福山大学人間文化学部メディア

情報文化学科専任講師）
平尾順平さん（ひろしまジン大学学長）

参加費 無料
※ 2回目以降は、 8月26日（金）、9月30日（金）、10月28日
（金）、11月18日（金）、11月25日（金）に実施します。
生涯学習課生涯学習係（10848－20－7444）

“当たり前”ってなんだろう。私たちは、普段の暮らし
の中で電気、ガス、水道などを“当たり前”のように使っ
てはいないでしょうか。この講座では、大人（初心者）を
対象としたキャンプを行い、“当たり前”のものがない
“不便さ”を体験することにより、安全安心な暮らしの
ために私たちがすべきことは何かを考えます。
①入門編
これだけは知っておこう「生きる」ための方法
～食べる、寝るは人間の基本～
日　時 7 月31日（日）9：00～13：30
場　所 マリン・ユース・センター（向島町立花）
内　容 火のつけ方、ペグの使い方、寝床の作り方、60
㎝の大型フライパンでお好み焼きを焼いて食べよう！
参加料 500円（昼食代込）
定　員 30人（応募多数の場合抽選）
②実践編
無人島 1泊体験～行ってみよう、やってみよう～
日　時 8 月 6 日（土）9：00～ 7 日（日）10：00まで
場　所 下江府島（無人島）※高見小学校集合
内　容 シーカヤックで島へ渡る、磯ウォッチング、島
探検、夕食・朝食づくり、焚き火トーク（安全安心な
まちづくりについて、みんなで語ろう！）
参加料 4,500円（夕・朝食代、保険料込）
定　員 10人（応募多数の場合抽選）
※実践編への参加は、入門編参加が条件となります。
【①②共通事項】
講　師 橋逸爾さん
対　象 20歳以上でキャンプ初心者の人
申込方法 7月21日（木）までに「①住所②名前③年齢④
連絡可能な電話番号⑤「実践編」への参加希望の有
無」を電話等で申込
生涯学習課生涯学習係（10848－20－7444）

子どもたちの体験活動を支援するサポーター（指導員）
を養成する講座です。スポーツ・昔あそび・音楽・自
然観察等、全 4回の講座を予定しています。
■第1回　ニュースポーツ（室内ペタンク）
日　時 7 月31日（日）9：00～12：00
場　所 長者原スポーツセンターアリーナ・会議室
内　容 体験活動サポーターの養成（室内ペタンク）
9：00～10：00 講義（指導者の心構え、指導のコツ・

ポイント・注意点、競技のルール等）
10：00～12：00 実技（室内ペタンクの実践、講師によ

る指導の仕方の解説等）
講　師 比本学志さん（尾道市体育指導委員協議会会長）
定　員 20人程度（要申込）
持参物 体育館シューズ、タオル、飲物
申込期限 7 月25日（月）までに「①住所②名前③年齢④
連絡可能な電話番号」を電話等で申込
生涯学習課（10848－20－7444 50848－37－3004）
shogai@city.onomichi.hiroshima.jp

日　時 7 月20日（水）18：45～20：25
場　所 尾道市民センターむかいしま文化ホール
演　題 子どもたちを取り巻く電子メディアの実態と対策
講　師 尾 公幸さん（広島市電子メディア協議会会長）
参加費 無料
生涯学習課青少年健全育成係
（青少年センター　10848－37－8744）

メディアは確かに便利なものを人間社会に運んでき
ましたが、その結果、子どもたちは乳幼児期から過剰
なメディア漬けの生活となり、「笑顔が少ない」「言葉
が乏しい」など対人関係やさまざまな発達段階で影響
を与えていると考えられます。子どもたちがメディアの
洪水に流されることなく、上手に活用し、正しく読み
解く力を育てるなど、メディアとの「新しい関係」を創
りだす力を養えるよう大人が子どもたちのために“今”
できる対策について一緒に考えてみませんか。
●向島会場
日　時 8 月19日（金）9：30～11：00
場　所 尾道市民センターむかいしま文化ホール
●因島会場
日　時 8 月22日（月）9：30～11：00
場　所 中庄公民館コミュニティーホール
●尾道会場
日　時 8 月27日（土）9：30～11：00
場　所 総合福祉センター 4階大会議室
【各会場共通事項】
講　師 細川淳嗣さん（県立広島大学コミュニケーショ

ン障害学科助教）
託　児 各20人

（各開催日の 1週間前までに申込）
生涯学習課（10848－20－8324）

崎

高

おのみち市民大学

メッセンジャー養成講座
子どもの体験活動サポーター養成講座

講演会

子どもたちと電子メディア
～今、私たちにできること～

尾道市家庭教育推進事業家庭教育講演会

幼児のいる家庭での電子メディアとの付き合い方
～親子ではじめよう！メディアコントロール～

おのみち市民大学　まちづくり講座

学ぼう! 大人のキャンプ

飯田さん

平尾さん
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これは、2011年レッツフィルムフェスティバルで上映
された、尾道市民が作った短編映画の最後に映し出され
た言葉です。東日本大震災の被災地へ向けメッセージボ
ードを持った人たちの写真をまとめた彼女の印象的なス
ライドショーが流れている間、観客の雑談や飲食が止ま
り、スクリーンに見入り、涙ぐみ、会場全体が 1つになっ
たような瞬間になりました。
私は尾道の英語指導助手（ＡＬＴ）ですが、今年でこの
映画祭に参加して3年、 2年前からは運営もしています。
この慈善行事は2006年に福山のＡＬＴが「消費／浪費す
るより、創作しよう」という概念の下、生産的に余暇を
過ごす方法として始まりました。
過去 5年の間に運営者だけでなく映画祭自体にも変化
があり、福山で始まったこの行事は現在尾道の光明寺会
館で開催、過去にはホラー、アニメ、ミュージカル、ド

キュメンタリー、ＣＭ、ストッ
プモーション等さまざまな短編
映画を作り上映してきました。
これらすべては「 3つの決まっ
た要素（小道具、台詞、撮影場
所）を取り入れて撮影する」とい
うルールに従って作られていま
すが、おもしろいのは、同じ要
素を取り入れても、人によって

全く違う独自の作品
を考えてくる点です。
映画祭を楽しむだ

けでも有意義な事で
すが、この行事の一
番大切な役割は、地
域と世界とが 1 つの
共同体となって何か
を成し遂げている点です。今まで入場料等の収益金はす
べてユニセフやインド・タイの貧しい地域の子どもたち
へ募金していて、今年は過去最多の集客を記録しました。
収益金約 6万円は被災者支援のため日本赤十字へ送った
のですが、この慈善事業を続けていくために多くの人が
毎回協力・貢献しています。
ＪＥＴプログラムで世界各国から来ている私たちだけ
でなく、地元の人も協力してくれており、さらに映画製
作者や観客の中には遠方からの人もいます。それはなぜ
か―皆、誰かのためになる映画が好きだから、そして映
画や映画祭という創作から完成までの一連の活動が好き
だからだと思います。映画祭は皆が共同体として一緒に
映画を楽しみ、「故郷」と皆さんが呼ぶこの国で誇りを持っ
て支えあう心を示す場になっています。皆さんとここで
一緒に過ごす時間は限られているかもしれませんが、地
域の人と交流しながら世界で困っている誰かのために役
に立つことは、ここにいるうちにすべきことだと思いま
す。「今ここで私たちにできることとは？」―私にとって
この映画祭がその答えです。

クリス・ラドスキ（アメリカ）

今ここで私たちにできることとは？

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）

■夏休みこどもワークショップ週間（中学生以下向け）
Vol.1「影絵に挑戦！猫にチャレンジ」
展覧会では、影絵が大きな見所の一つになっていま

す。そんな影絵を実際に作ってみませんか！
日時 8 月 7 日（日）13：30～16：30 材料費 500円程度
講師　浜崎ゆう子さん（影絵作家） 定員 先着15人
Vol.2「色と線の長～いジャバラ絵本」
あらフシギ。だれでも、自分だけの絵本が楽しくでき
ちゃいます。
日時 8 月14日（日）10：00～12：00、13：30～15：30
講師 戸川幸一郎さん（絵本作家）
定員 先着15人　材料費 200円程度
Vol.3「夏休み宿題お助け隊がやってくる！」
ミマス先生と学芸員実習生が美術館で図画・工作の宿
題をお助けします。（無料）
日時 8 月10日（水）10：00～12：00、13：30～15：30
講師 三桝正典さん（広島女学院大学文学部幼児教育心理学科准教授）
定員 先着各15人　対象 中学生以下（幼児も可）
申込方法 7 月12日（火）から「①住所②名前（こどもと同
伴者）③学年④電話番号」を電話かFAX、Eメールで申込
■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）
日時 8 月14日（日）、 9月11日（日）14：00～15：00
対象 中学生以下（参加無料・申込不要）

■サマーナイト・コンサート「ばら色の人生―モンマルトルの夜の再会」
オペラで活躍する二人の声楽家が、ベル・エポック風な衣

装を身にまとい、モンマルトルの夜の散歩にお誘いします。
日時 8 月16日（火）18：00～19：00
内容 シャンソンを中心にした楽曲を演奏
出演 米丸史朗さん（声楽家・名古屋学芸大学非常勤講師）

松村理恵さん（声楽家）
※観覧料が必要・申込不要
■ひろしま夏の芸術祭「美術館セミナー」
「カラフル・スパイダー ―みんなで編み、つなげよう
エコロジカル・アート―」
綿花を紡いだ糸、わらを編んだ縄、草木染した布や古
布を裂いてできる「裂き糸」。これらを蜘蛛の巣状に張り
巡らし、地域産業の余剰品や廃材などを使ってオブジェ
をつくってみませんか。
期間 8 月19日（金）～20日（土）
講師 新里カオリさん（立花テキスタイル研究所所長）
対象 親子30組　参加費 無料
申込方法 電話かFAX、Eメールで申込
■ギャラリートーク
日時 8 月28日（日）、 9月25日（日）14：00～14：30
対象 一般（観覧料が必要・申込不要）

市立美術館（10848－23－2281   50848－20－1682）
bijutsu@city.onomichi.hiroshima.jp
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第一次試験は 8月27日（土）・8月28日（日）に実施［応募期間：7月27日（水）～ 8月10日（水）］
平成23年度尾道市医療技術職員採用候補者試験を次のとおり実施します。

◎全職種で「総合的選考（一能に秀でた人等）」による加点措置制度を取り入れています。

試験職種 採用予定人員 受　験　資　格

Ａ．薬　剤　師 1 人 昭和56年 4 月 2 日以降に生まれた人で、薬剤師法による薬剤師免許を有する人また
は平成23年度実施の国家試験で免許取得見込みの人

Ｂ．診療放射線技師 3 人 昭和56年 4 月 2 日以降に生まれた人で、診療放射線技師法による診療放射線技師免
許を有する人または平成23年度実施の国家試験で免許取得見込みの人

Ｃ．理学療法士 2 人 昭和56年 4 月 2 日以降に生まれた人で、理学療法士および作業療法士法による理学
療法士免許を有する人または平成23年度実施の国家試験で免許取得見込みの人

Ｄ．言語聴覚士 2 人 昭和56年 4 月 2 日以降に生まれた人で、言語聴覚士法による言語聴覚士免許を有す
る人または平成23年度実施の国家試験で免許取得見込みの人

Ｅ．臨床工学技士 3 人 昭和56年 4 月 2 日以降に生まれた人で、臨床工学技士法による臨床工学技士免許を
有する人または平成23年度実施の国家試験で免許取得見込みの人

受付期間 7 月27日（水）～ 8月10日（水）の 8：30～17：15（土・日曜を除く）
※郵送の場合も含め、受付締切日（ 8月10日）17：15までに必着
試 験 日 第一次試験： 8月27日（土）・8月28日（日）＜場所：尾道市立市民病院＞
※第二次試験は 9月下旬を予定しています。
試験案内・申込書等の請求方法
受験に際しては、所定の申込書等が必要です。下記の方法によりお取り寄せください。

直 接 受 け 取 る
場 合

市民病院庶務課（市民病院 2階）・総務部職員課（市役所本庁 4階）・総合案内（市役所本庁 1階）、各支
所など市機関の窓口で、毎日 8：30～17：15（土・日・祝日を除く）に配布していますので、直接お受け
取りください。

郵送で請求する
場 合

送付用封筒の表に「医療技術職員採用候補者試験用紙請求｣と朱書し、裏に請求者の「郵便番号・住
所・名前」を明記のうえ、書類送付に係る郵送料として140円切手を貼った「宛先、郵便番号明記の
返信用封筒（角形 2号：縦33.2㎝×横24㎝）」を同封して請求してください。

インターネット
で出力する場合

市民病院のホームページにＰＤＦ形式で作成した試験案内・申込書等を掲載していますので、ダウ
ンロードしてください。

◎その他、詳しくは平成23年度尾道市医療技術職員採用候補者試験案内か市民病院ホームページでご確認ください。
〒722－8503  尾道市新高山三丁目1170－177  尾道市立市民病院庶務課内 尾道市試験委員会（10848－47－1155／内線202）
http://www.onomichi-hospital.jp/

尾道市医療技術職員の採用（募集）尾道市医療技術職員の採用（募集）尾道市医療技術職員の採用（募集）尾道市医療技術職員の採用（募集）尾道市医療技術職員の採用（募集）尾道市医療技術職員の採用（募集）尾道市医療技術職員の採用（募集）尾道市医療技術職員の採用（募集）尾道市医療技術職員の採用（募集）尾道市医療技術職員の採用（募集）尾道市医療技術職員の採用（募集）尾道市医療技術職員の採用（募集）尾道市医療技術職員の採用（募集）尾道市医療技術職員の採用（募集）尾道市医療技術職員の採用（募集）尾道市医療技術職員の採用（募集）尾道市医療技術職員の採用（募集）尾道市医療技術職員の採用（募集）尾道市医療技術職員の採用（募集）尾道市医療技術職員の採用（募集）尾道市医療技術職員の採用（募集）尾道市医療技術職員の採用（募集）尾道市医療技術職員の採用（募集）

尾道市看護職員の採用（募集）尾道市看護職員の採用（募集）尾道市看護職員の採用（募集）尾道市看護職員の採用（募集）尾道市看護職員の採用（募集）尾道市看護職員の採用（募集）尾道市看護職員の採用（募集）尾道市看護職員の採用（募集）尾道市看護職員の採用（募集）尾道市看護職員の採用（募集）尾道市看護職員の採用（募集）尾道市看護職員の採用（募集）尾道市看護職員の採用（募集）尾道市看護職員の採用（募集）尾道市看護職員の採用（募集）尾道市看護職員の採用（募集）尾道市看護職員の採用（募集）尾道市看護職員の採用（募集）尾道市看護職員の採用（募集）尾道市看護職員の採用（募集）尾道市看護職員の採用（募集）尾道市看護職員の採用（募集）尾道市看護職員の採用（募集）
平成23年度尾道市看護職員採用候補者試験については、 7月・ 8月・11月・平成24年 1 月の 4回実施しま

す。ただし、採用予定人員を充足した時点で、試験実施は打ち切ります。
受験資格（年齢等）、採用予定人員および試験日程等、詳しくは「平成23年度尾道市看護職員採用候補者試験
案内」または市民病院ホームページでご確認ください。
市民病院庶務課（10848－47－1155／内線202）
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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 8／4（木）・18（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）

育児相談
～助産師さんにきいてみよう～ 8／26（金）14：30～15：00 なし 不要

あせもの対処法や水分補給、便秘など子育てについての相談ができ
ます。講師：三浦好美（尾道市立市民病院助産師）
※14：20までにお越しください。

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

や関わり方を紹介など

栄養相談
～栄養士さんにきいてみよう～ 8／23（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

赤ちゃんとリラックス！
～タッチケア～

8／8（月）・22（月）10：00～10：40
※9：50までにお越しください。 なし 不要

おうちで簡単にできる赤ちゃんとの会話（タッチケア）をはじめてみ
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～ 8／10（水）10：00～12：00 なし 不要

生活リズムや食事、トイレトレーニングなどの子育て相談、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

はいはいランド 8／12（金）・19（金）・26（金）10：00～11：30
9／2（金）13：30～15：00 20組 8／1

9：30～

親子あそび・人見知りやはいはいなど、概ね1歳までの心と身体、
怪我や病気、離乳食などの話、交流タイムなど。はいはいから歩き
はじめる前のお子さんとその家族　※原則として全日程参加です。

行　事　名 日　　　時 定員 申込 内容・対象など
相
談 気がかり相談 8／22（月）10：00～11：30 先着1組 受付中 未就学のお子さんの保護者。子育てのこと、家庭のこと、自分自身のこ

と何でも気軽にご相談ください。講師：浮田明子さん（臨床心理士）

子
育
て
支
援
講
座

作って遊ぼう 8／ 3（水）10：00～11：00 先着10組 受付中 未就園のお子さんと保護者。お水遊びで使えるグッズを作ります。

みかんちゃんとリトミック 8／19（金）10：00～10：30 なし 不要 1歳半までのお子さんと保護者。小さくても親子で楽しめるリズム遊び
です。初めての人もどうぞ！講師：村上清美さん

わくわくふれあい遊び 8／29（月）10：45～11：15 なし 不要 未就園のお子さんと保護者。親子でふれあいながら楽しめる遊びを予定
しています。遊びに来てね！

水遊び 8月の火・金曜　9：45～10：45
（8／12・16・19は休み） なし 不要

未就園のお子さんと保護者。①発熱など体調の悪い時は参加できませ
ん。②必ず保護者も水遊びができる服装で参加してください。③オムツ
のはずれていないお子さんはプール用のオムツをはいてください。④着
替え、タオル、ビニールの袋、サンダルは各自準備してください。

（　0848-48-2212）10:00～16:30／ 月・祝日休館

7／17（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

7／26（火）
10：15～13：00

着物地でさき織り体験をしよう
費用：300円、定員：10人、持参物：定規、はさみ

7／27（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

7／27（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／ 4（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

8／ 5（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

7／19（火）
～

8／ 7（日）
リサイクルセール

7／22（金）
7／23（土）

出張販売＆リサイクル教室「夏の小物をつくろう」
費用：350円、持参物：裁縫道具
（リサイクル教室　10：00～）
7／22（金）9：00～12：00   ゆきひろメイト店
7／23（土）9：00～12：00   ええじゃん尾道（東尾道）

8／ 6（土）
8／ 9（火）
8／10（水）
8／12（金）

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　向島・御調10：30～、因島・瀬戸田13：15～）
8／ 6（土）10：00～15：00   尾道市民センターむかいしま
8／ 9（火）10：30～15：00   因島総合支所前駐車場
8／10（水）10：30～15：00 瀬戸田市民会館前駐車場
8／12（金）10：00～15：00 道の駅クロスロードみつぎ

8／ 7（日）
9：30～12：00

夏休み子ども環境まつり
内容：フリーマーケット（出店者募集：7店、出店
料1,000円）、ゲームコーナー、模擬店、体験コー
ナー、おもちゃのセール、子どもリサイクル教室
※詳しくは今月の公衛協だよりをご覧ください。

※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）
※スポットやミュージックケア（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。

※ 8月13日（土）～16日（火）は休館します。
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尾道地域での就職を希望する人、求人を予定している事
業所の皆さんはぜひご参加ください。
日時 8 月11日（木）13：00～16：00（受付12：30～）
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
■会場まで臨時バスを運行（通常運賃要）

※尾道駅より片道270円です。長江通りを経由し各バス停に
停まります。帰り（びんご運動公園発）も運行します。

対象 すべての就職希望者（来春大学等新卒予定者・既卒
者・一般求職者［パート含む］）
新卒・中途求人（パート含む）を予定している事業所

内容 就職希望者と事業所との面談による説明会
就職に関する各種相談コーナーの開設

参加費 無料
申込方法 就職希望者は不要。事業所は 7月22日（金）までに

要申込
●参加予定事業所名を協議会ホームページ〈http://www.bbbn.jp/̃furusato〉
にて公開。福祉・医療関係の事業所・施設も多数参加予定です。
尾道市ふる里就職促進協議会事務局
（商工課内　10848－25－7182）

高校生の地元尾道への就職促進等を目的として、尾道市
内の事業所が参加する説明会を開催します。
日時 7 月22日（金）13：30～16：00
場所 尾道産業会館（東尾道9－5 ベイタウン尾道）
内容 平成24年（来年）春新規高等学校卒業予定の就職希望
生徒と求人を予定している市内事業所との事業所説明会
※30分程度のガイダンスも予定しています。
参加費 無料
申込方法 参加希望者は、学校を通じてお申し込みください。
尾道市ふる里就職促進協議会事務局
（商工課内　10848－25－7182）

■オープンスクール（職業体験）
日時 8 月 2 日（火）9：00～12：00
内容 「ものづくり」を通じての職業体験

対象 高校生（保護者も見学可）
申込期限 7 月29日（金）
※参加者は傷害保険に加入（当校負担）
■10月入校訓練生募集
訓練科目 ①住宅設備メンテナンス科②OAビジネス科③
医療介護事務科④介護サービス科（いずれも 6カ月過程、
定員20人）
費用 22,000円～60,000円（教科書・作業服等の経費）
申込期限 8 月19日（金）
選考日 9 月 1 日（木）か 2日（金）

福山高等技術専門校（1084－951－0260）

開業に関する相談、融資制度や助成制度、補助金の紹
介、商店街の空き店舗情報、ビジネスプランの内容など、
参加機関・団体の担当者が連携して相談に応じます。
日時 8 月10日（水）13：00～17：00
場所 尾道商工会議所 3階
対象 市内で新しくビジネスを始めようと考えている人、
開業して間もない人で疑問や課題をお持ちの人
参加機関 尾道市、尾道商工会議所、尾道地域中小企業支
援センター、日本政策金融公庫、ＮＰＯ法人尾道ベンチ
ャー支援センター
申込期限 7 月29日（金）
※相談無料、要事前申込

尾道地域中小企業支援センター
（尾道商工会議所内　10848－22－2165）
商工課（10848－25－7182）

「事業アイデアは持っているが、どうしたら事業化でき
るか分からない」とお困りの人、自社の商品をＰＲしたい
人などを募集しています。発表者は、事業内容などをお聞
きして決定します。
日時 11月29日（火）18：30～20：30
場所 グリーンヒルホテル尾道
対象 尾道でニュービジネスの実現に向けて積極的な活動
をしている、または計画している人で当日、ビジネスプ
ランを発表できる人（社会人・学生不問）
申込期限 8 月31日（水）

尾道地域中小企業支援センター
（尾道商工会議所内　10848－22－2165）
商工課（10848－25－7182）

尾道駅（5番のりば）新尾道駅（1番のりば） びんご運動公園

12：00 12：15 12：22
12：20 12：35 12：42
13：00 13：15 13：22

尾道地域企業合同説明会
～参加事業所募集中～

高校生を対象とした事業所説明会

福山高等技術専門校

創業支援総合相談会

尾道ニュービジネス発表会2011
発表者募集

あなたのアイデア・ビジネスプランを発表してみませんか？
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≪相談内容≫
インターネットで無料動画のサイトを見ていたら、
途中で「18歳以上ですか」という質問が出てきた。何
の気なしに「ハイ」をクリックすると、入会完了の画
面が出て、約 5万円を請求された。年齢確認の画面を
下にすすめると金額が書いてあった。請求金額を支払
わないといけないのだろうか。（30代・男性）
≪アドバイス≫
これまで多かった架空請求メールと異なり、実際に
自ら操作をして、料金請求画面が表示されるので、驚
く人が多いようです。「無料」と書いてあるとついつ
いのぞいてみたくなりますが、どうして無料なのかを
よく考えてください。興味本位によくわからないサイ
トにアクセスしないようにしましょう。最近ではアダ
ルトサイト以外にも「ゲーム攻略サイト」や「芸能人
の情報サイト」から誘導されるケースの他、「地震関
連情報はこちらのＵＲＬをクリックしてください。」と
いうメールをクリックすると出会い系サイトへ誘導さ

れるといった、震災に便乗した悪質な手口もあります
ので十分注意してください。
電子消費者契約法では、申込内容を確認・訂正でき
る画面がなければ、無効を主張できるとされています。
あわててお金を振り込んだり、電話やメールで事業者
へ連絡しないようにしましょう。請求画面に携帯電話
の機種名や個体識別番号が表示されていたとしても、
それらから個人情報が事業者に漏れることはありませ
ん。
なお、表示された請求画面が消えない場合の対処方
法については、情報処理推進機構（IPA）のホームペー
ジで紹介されています。

■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）

スマートフォンでも急増!!
クリックしていると突然、請求画面に

就職応援します

7／12・19・26
8／2
12：30～16：30
（祝日を除く）

①7／12・19
8／2
18：00～19：50（尾道）

②7／27
17：40～19：30（因島）
（祝日を除く）

月～金曜日
8：30～17：15
（祝日を除く）

7月27日（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 1階101会議室
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）

豪雨による地すべりや崖崩れなどが心配されてい
ます。
土木課では、次のような急傾斜地の崩壊を防止す

るための工事を行っています。
◎斜面の角度がおおむね30度以上
◎高さが 5ｍを越える自然斜面
◎斜面が崩壊した場合に 2戸以上の家屋が影響を受
ける場合
なお、事業の際には地元分担金が必要です。
詳しくはお問い合わせください。
土木課事業調整係（10848－25－7254）

急傾斜崩壊対策事業
崖崩れなどを防止する工事を行っています
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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―1910―
　シャ・ノワールをめぐるキャバレ―文化と芸術家たち―
◇ 8 月 6 日（土）～ 9 月25日（日）  ※ 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
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
◇ 7 月15日（金）～ 9 月19日（祝）　
※夏休み期間中（8／31まで）小・中学生無料
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）

■Curriculum　カリキュラム　授業作品展
◇ 7 月28日（木）～ 8 月15日（月）　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

■海事都市企画展「てっぱん」・造船のまち尾道
◇開催中、 8 月 3 日（水）まで　　観覧料　無料
●物産市　◇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）

■「囲碁殿堂展」開催中　■「幽玄の間」再現展示中
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」　
◇ 7 月23日（土）～ 9 月19日（祝）
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

「平和と命の尊さ」について考えてみませんか？

尾道市「黒い雨」映画鑑賞会
日　　時
8 月 6 日（土）
1 回目／10：30～
2 回目／14：00～
※上映時間 2時間 3分
場　　所
しまなみ交流館ホール
定　　員
各回申込先着690人
入 場 料 無料
申込方法
「①名前②参加希望人
数③希望回④連絡先」
を電話かFAX、Eメー
ルで申込
人権推進課（10848－37－2631 50848－37－6631）
jinken@city.onomichi.hiroshima.jp

66年前の 8月 6日 8時15分に広島市、 8月 9日11
時 2 分に長崎市に原爆が投下されました。また、8月
15日は戦没者を追悼し平和を祈念する日です。
戦争や原爆によって死没された人たちのご冥福と

恒久平和の確立を祈って、黙祷をささげましょう。

週末の午後のひと時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 7 月23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）

平和祈念の黙祷をしましょう

瀬戸内少年野球団

今村昌平監督作品
田中好子主演
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表紙は、尾道大学生がデザインしています。

登記相談
土地・建物の登記、会社の登記

10日（水） 因島総合支所

弁護士相談（要予約）
法律相談全般
（※受付は 7 月19日から。先着順）

1日（月）
3日（水）
11日（木）
19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

4日（木）
8日（月）
9日（火）
12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

※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

9日（火）
15日（月）
17日（水）
18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
（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

9日（火）
10日（水）
22日（月）
22日（月）
23日（火）

みつぎいこい会館
因島総合支所
尾道市役所
向島支所
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＝8／1（月）
国 民 健 康 保 険 料

固　定　資　産　税

都　市　計　画　税

介　護　保　険　料

後期高齢者医療保険料

尾道市内の交通事故（6月末日現在）
青しん号 安心するな 右せつ車だ

件数 死者 負傷者

平成23年 313 1 388

昨　　年 291 3 347

8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 10日（水）

東部ブロック警戒日 11日（木）

かもめたん
かもめたんは、ちょっぴりシャイな9さいの女の子。
海と空が大好きで、鳥さんたちとはとってもなかよ
し！（※お魚さんはおいしくいただきます。）
ふたつにむすんだつばさみたいなヘアースタイルで、
鳥さんたちとお空をとぶのがゆめなんだって♪

しまなみ海道を背景に描いてみました。

尾道大学美術学科
デザインコース4年
中川 美優

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（10848－55－9122）


