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※行事案内は予定のため、変更・中止されることがあります。

※行事案内は予定のため、変更・中止されることがあります。

☎0845
27-3800

　平成25年 8 月25日、僕はエクアドル
のマリスカルスクレ空港に降り立っ
た。iHola!この言葉から僕の10カ月に
及ぶ留学生活が始まった。
　留学しようと思ったきっかけは、
高校一年生の時、スイスから来た留
学生ととても仲が良く、留学のことについていつも話
をしていたからです。彼の住むスイスへ留学したいと
思い試験を受けたのですが、合格することができませ
んでした。そこでひどく落ち込んでしまい、留学するの
は諦めようと考えていました。しかし、彼から帰国する
前、せっかく決めた目標を諦めるのはもったいないと
言われ、また、彼が尾道を離れる際に見せた充実した表
情を目にし、もう一度挑戦しようという気持ちが湧い
てきました。周囲の人たちの応援もあり、国は変わりま
したが、合格することができました。
　ではなぜエクアドルに留学したのかというと、僕はエ
クアドルについてわずかな知識しか持ち合わせていな
かったから、つまり完全に未知の世界だったからです。

　僕は元々人見知りで初対面の人と話をするのは苦
手でした。スペイン語も留学前に多少の勉強はしたも
のの、ほとんど話せる状態ではなかったので不安もあ
りました。しかし、ホストファミリーや高校のクラス
メイト達はそんな不安を吹き飛ばしてくれました。エ
クアドルの人々はとても情熱的で隠し事をせず、自分
の気持ちに正直で、初対面でおどおどしている僕に積
極的に話しかけてくれました。彼らのおかげで僕のス
ペイン語も上達し、人見知りも改善できたのではない
かと思います。
　滞在中、一番大変だったのは挨拶でした。習慣とし
て男性に会ったときはハイタッチ、女性と会ったとき
はキスとハグをしなければならず、その習慣に慣れる
には時間がかかりました。しかし、ホームパーティも
頻繁にあり、多くの人と接するうちに、その挨拶も自
然にできるようになりました。一年程前まで未知の国
であったエクアドルは、今、僕にとって第二の故郷と
なりました。
　この留学を通して学び感じた
ことや、エクアドルで学んだスペ
イン語を今後も継続して勉強し、
将来に活かしていきたいです。

国際交流コーナー国際交流コーナー 　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。
■問尾道市国際交流推進協議会事務局（秘書広報課内　☎0848-38-9395）

髙橋　祐紀（AFS帰国生）

第二の故郷エクアドル

平成27年度スポーツ施設の利用団体登録を
　スポーツ施設（市民スポーツ広場、小・中学校グラウ
ンドの夜間照明施設）の利用団体登録を受付ています。
　利用する際に、登録証を提示して申請することにな
りますので、早めに登録してください。
■申■問生涯学習課 （☎0848-20-7499）
　　向島運動公園［3月31日㈫まで］ （☎0848-44-6700）
　　因島瀬戸田地域教育課 （☎0845-26-6206）
　　瀬戸田市民会館 （☎0845-27-1878）
　　御調支所まちおこし課 （☎0848-76-2111）

県立びんご運動公園行事案内（☎0848－48－5446）■HP http://bingo.npo-polano.or.jp/

長者原スポーツセンター行事案内 （☎0848-48-5677）
平成26年度尾三地区バレーボールリーグ戦（男子の部最終戦）
尾三地区ミニバスケットボール連盟冬季大会（～3／8）
第31回福山市議会議長杯シングルステニス大会
尾三地区ミニバスケットボール連盟5年生大会（～3／15）

2月20日㈮
21日㈯
22日㈰
28日㈯

尾道市おりづる出前教室
第2回なるたきカップミニバスケットボール大会（男子の部）
ダンス交流会
2015尾道ジュニアバレーボール練習試合

3月 1日㈰

4日㈬

5日㈭

7日㈯

8日㈰

11日㈬

14日㈯

15日㈰

2月18日㈬

21日㈯

22日㈰

28日㈯

3月 1日㈰
7日㈯
8日㈰
14日㈯

第18回尾三地区一般クラブチーム選手権大会
ダンス交流会
尾道グラウンドゴルフ節分大会
第43回三原厚生年金受給者協会久保支部グラウンドゴルフ大会
第7回弥生杯
第41回びんご地域官公庁卓球大会
第9回さくらカップ尾道ライフソフトバレーボール交流会
広島県ダンススポーツ交流会
第31回尾道市こども会駅伝大会
第31回福山市議会議長杯シングルステニス大会（3／15）
平成26年度平生会グラウンドゴルフ同好会第4回大会
ポラーノ3on3大会
第28回中学区対抗ソフトテニス交歓大会
第16回サバイバルビーチボールバレー大会
尾道地区級位審査会

スポーツ

尾道グラウンドゴルフ協会2月度月例グラウンドゴルフ大会
中学生バレーボール交流会
広島県高等学校ジュニア強化合宿（～2／22）
第24回ライオンズカップ尾道地区小学生バレーボール大会
第4回ポラーノグループびんご小学生駅伝大会
第16回中四国少年野球王座決定選手権大会（～3／1）
ダンロップ中国ジュニア強化合宿（～3／1）
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囲碁大会参加者募集

■第8回尾道市民囲碁大会
日時　 3月15日㈰ 10：00～
場所　総合福祉センター
対象　市内在住か通勤・通学してい
る人と市内囲碁協会会員
●クラス別競技大会
　（個人戦・トーナメント方式 4局打）
※申込者数によりクラス分けします。
参加費　大人1,000円、高校生以下
500円（昼食代込）
●初心者囲碁教室（午前のみ）
申込方法　 3 月 2 日㈪までに、「住
所、名前（ふりがな）、段・級位、参
加希望（競技大会・囲碁教室）、小・
中・高校生は学校名と学年」を記
入のうえ、郵送かFAXで申込
■第18回虎ちゃん囲碁まつり
日時　 3月28日㈯ 9：00～11：50
場所　本因坊秀策囲碁記念館
対象　市内の囲碁教室などで囲碁を
習ったことがある小・中・高校生等

競技方法　19路（ハンデ戦）、13路
（互先戦）
申込方法　 3 月 9 日㈪までに、所定
の申込書を郵送かFAXで申込
※参加者全員に棋力に応じた認定
状を贈ります。
※送迎バスを運行します。
【共通事項】
■申■問〒722-8501 久保一丁目15-1 文化振興課
　（☎0848-20-7514■FAX 0848- 37- 0233）

図書館の催し

■中央図書館（☎0848-37-4946）
●大人のための朗読会
日時　 3月 8日㈰ 14：00～15：15
対象　中学生以上
内容　高倉健『あなたに褒められた
くて』より他3点、浅田次郎『霞町物
語』より「雛の花」（朗読：しまなみ
朗読会「わすれな草」）

■向島子ども図書館（☎0848-44-0114）
●わくわく ストーリーテリングの世界
にようこそ！）

日時　 2月15日㈰ 11：00～11：30

内容　昔話や物語を暗唱して“生の
声”での読み語り「世界の昔話」ほ
か（語り手：お話クラブ「ホット
ケーキ」）
●わくわく しの笛コンサート
日時　 2月15日㈰ 14：00～14：30
内容　アンパンマンのマーチ、雛祭
り、春の歌メロデイーほか（演奏：
尾道しの笛会「野菊」）
●大人のための朗読会
日時　 3月 8日㈰ 10：30～11：45
場所　市民センターむかいしま
※対象・内容は中央図書館と同様。
■瀬戸田図書館（☎0845-27-1877）
●阿部高嗣写真展　｢島いぬ｣
　伯方島在住の写真家が愛犬と家族
の 3 年間にわたる物語を「目の前に
ある大切な宝物」として撮りました。
期間　開催中～ 2月28日㈯
●消しゴム版画作品展
　「方寸の悦楽」
　地元で消しゴム版画を創る人の
協力で、方寸の中に変化自在の世界
を展開します。
期間　 3月 3日㈫～14日㈯

中央図書館開館
100周年記念行事

　中央図書館が 3 月14日㈯に開館
百周年を迎えることを記念して、尾
道市立図書館後援会との共催で次
の行事を中央図書館で開催します。

■記念式典
日時　 3月18日㈬ 13：00～13：45
■講演
日時　 3月18日㈬14：00～15：30
演題　「読むことについて」
講師　高橋玄洋さん
■写真パネル展（図書館の百年の歩み）
期間　 3月 7日㈯～4月18日㈯
■ワークショップ
● 3月 8日㈰ 14：00～15：30　　
内容　本の歴史を学び、木簡の製作
を体験（材料費500円が必要）
● 3月15日㈰ 14：00～15：30
内容　図書館の歴史について学ぶ
● 3月22日㈰ 14：00～15：30
内容　尾道ゆかりの文化人を調べる
【共通事項】
対象　小・中学生（保護者も申込可）
定員　各20人
■問中央図書館（☎0848-37-4946）

第12回尾道文学談話会
「大林映画を語る」

日時　 3月 5日㈭ 18：30～20：00
場所　尾道市立大学美術館
講師　寺杣雅人（尾道市立大学芸術
文化学部教授）
定員　20人
申込期限　3月2日㈪
■申■問尾道市立大学美術館
　（☎0848-20-7831／火・水曜休館）

第33回尾道新人演奏会

　郷土にゆかりの新人演奏家たち
による演奏と、特別ゲストによる演
奏会です。
日時　 2月28日㈯ 15：00～
場所　しまなみ交流館　
新人演奏家
　池田佑香さん（ピアノ）
　礒合美月さん（ピアノ）
　浜　朱音さん（箏）
　亀川真理さん（三絃）
　寺田　萌さん（チェロ）
　紙中康夫さん（クラリネット）
　井上千裕さん（ピアノ）
特別ゲスト
　松本和将さん（ピアノ）
　上里はな子さん（ヴァイオリン）
デュオ
入場券（全席自由）
　一般1,000円、高校生以下500円
入場券取扱　啓文社、マスハラ楽
器、文化振興課ほか
※託児所あり（要申込）。
■申■問尾道市文化協会（文化振興課内
☎0848-20-7514）

音楽のまちづくりギャラリーコンサート
sato　LIVE
春へのメッセージ！

日時　 2月20日㈮ 19：00～
場所　しまなみ交流館市民ギャラリー
出演　satoさん
サポートメンバー　松山　浩さん
（ギター）、黒飛伸二さん（ギ
ター）、奥廣慎二さん（ベース）、中
浜早美さん（ピアノ）

■問しまなみ交流館（☎0848-25-4073）

しまなみダンスコンテスト in 尾道

　ビギナー、キッズ、一般の 3 部門
でストリートダンスのコンテスト
を開催します。
日時　 3月 8日㈰ 14：00～
場所　しまなみ交流館
入場料　1,000円
※チケットは2月20日㈮発売開始。
■問しまなみ交流館（☎0848-25-4073）

尾道市重要文化財絹本著色仏涅槃
図一般公開・修復完了記念講演会

　今年度、保存修理を実施した涅槃
図（持光寺所蔵）についての一般公
開と記念講演会を開催します。
日時　 2月15日㈰ 10：00～
場所　持光寺本堂
講師　濱田　宣さん
　（尾道市文化財保護委員）
演題　「持光寺所蔵仏涅槃図（鎌倉
時代）について」

■問文化振興課（☎0848-20-7425）

おのみち歴史博物館
企画展Ⅱ「新指定文化財̶西國
寺の仏画」

期間　 3月 4日㈬～22日㈰
※火曜は休館。
時間　10：00～18：00
　（入館は17：30まで）
内容　新たに尾道市重要文化財に指定
された西國寺の仏画の優品を紹介

※観覧料については、18頁をご覧ください。
■問文化振興課（☎0848-20-7425）

国際理解講座
第2回おのみち国際交流茶会
～外国人と一緒にお茶を楽しみましょう～

　吟詠愛峰流と琴演奏があります。
日時　 3月15日㈰ 10：00～14：30
場所　浄土寺研修道場　
参加費　2000円（お茶会・点心代含）
　　　　［外国人は無料］
※別途拝観料要。
※詳しくは、お問い合わせください。
■申■問フィーラス華（☎090-7994-5461）

芸術・文化
市立図書館臨時休館日のお知らせ

図書館名
中 央 図 書 館

みつぎ子ども図書館

因 島 図 書 館

瀬 戸 田 図 書 館
向島子ども図書館

期　　間
2月25日㈬～3月6日㈮
2月24日㈫
3月3日㈫・4日㈬
2月17日㈫～22日㈰
3月3日㈫・4日㈬
3月3日㈫・4日㈬
3月3日㈫・4日㈬ 

内　　容
特別整理期間、ネットワーク改修工事
電源改修工事による停電
ネットワーク改修工事
特別整理期間
ネットワーク改修工事
ネットワーク改修工事
ネットワーク改修工事

■問中央図書館（☎0848-37-4946）

　休館中は、図書は返却ポストに入れてください。ただし、CD、DVDは壊れ
る恐れがありますので、入れないようにお願いします。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。
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囲碁大会参加者募集

■第8回尾道市民囲碁大会
日時　 3月15日㈰ 10：00～
場所　総合福祉センター
対象　市内在住か通勤・通学してい
る人と市内囲碁協会会員
●クラス別競技大会
　（個人戦・トーナメント方式 4局打）
※申込者数によりクラス分けします。
参加費　大人1,000円、高校生以下
500円（昼食代込）
●初心者囲碁教室（午前のみ）
申込方法　 3 月 2 日㈪までに、「住
所、名前（ふりがな）、段・級位、参
加希望（競技大会・囲碁教室）、小・
中・高校生は学校名と学年」を記
入のうえ、郵送かFAXで申込
■第18回虎ちゃん囲碁まつり
日時　 3月28日㈯ 9：00～11：50
場所　本因坊秀策囲碁記念館
対象　市内の囲碁教室などで囲碁を
習ったことがある小・中・高校生等

競技方法　19路（ハンデ戦）、13路
（互先戦）
申込方法　 3 月 9 日㈪までに、所定
の申込書を郵送かFAXで申込
※参加者全員に棋力に応じた認定
状を贈ります。
※送迎バスを運行します。
【共通事項】
■申■問〒722-8501 久保一丁目15-1 文化振興課
　（☎0848-20-7514■FAX 0848- 37- 0233）

図書館の催し

■中央図書館（☎0848-37-4946）
●大人のための朗読会
日時　 3月 8日㈰ 14：00～15：15
対象　中学生以上
内容　高倉健『あなたに褒められた
くて』より他3点、浅田次郎『霞町物
語』より「雛の花」（朗読：しまなみ
朗読会「わすれな草」）

■向島子ども図書館（☎0848-44-0114）
●わくわく ストーリーテリングの世界
にようこそ！）

日時　 2月15日㈰ 11：00～11：30

内容　昔話や物語を暗唱して“生の
声”での読み語り「世界の昔話」ほ
か（語り手：お話クラブ「ホット
ケーキ」）
●わくわく しの笛コンサート
日時　 2月15日㈰ 14：00～14：30
内容　アンパンマンのマーチ、雛祭
り、春の歌メロデイーほか（演奏：
尾道しの笛会「野菊」）
●大人のための朗読会
日時　 3月 8日㈰ 10：30～11：45
場所　市民センターむかいしま
※対象・内容は中央図書館と同様。
■瀬戸田図書館（☎0845-27-1877）
●阿部高嗣写真展　｢島いぬ｣
　伯方島在住の写真家が愛犬と家族
の 3 年間にわたる物語を「目の前に
ある大切な宝物」として撮りました。
期間　開催中～ 2月28日㈯
●消しゴム版画作品展
　「方寸の悦楽」
　地元で消しゴム版画を創る人の
協力で、方寸の中に変化自在の世界
を展開します。
期間　 3月 3日㈫～14日㈯

中央図書館開館
100周年記念行事

　中央図書館が 3 月14日㈯に開館
百周年を迎えることを記念して、尾
道市立図書館後援会との共催で次
の行事を中央図書館で開催します。

■記念式典
日時　 3月18日㈬ 13：00～13：45
■講演
日時　 3月18日㈬14：00～15：30
演題　「読むことについて」
講師　高橋玄洋さん
■写真パネル展（図書館の百年の歩み）
期間　 3月 7日㈯～4月18日㈯
■ワークショップ
● 3月 8日㈰ 14：00～15：30　　
内容　本の歴史を学び、木簡の製作
を体験（材料費500円が必要）
● 3月15日㈰ 14：00～15：30
内容　図書館の歴史について学ぶ
● 3月22日㈰ 14：00～15：30
内容　尾道ゆかりの文化人を調べる
【共通事項】
対象　小・中学生（保護者も申込可）
定員　各20人
■問中央図書館（☎0848-37-4946）

第12回尾道文学談話会
「大林映画を語る」

日時　 3月 5日㈭ 18：30～20：00
場所　尾道市立大学美術館
講師　寺杣雅人（尾道市立大学芸術
文化学部教授）
定員　20人
申込期限　3月2日㈪
■申■問尾道市立大学美術館
　（☎0848-20-7831／火・水曜休館）

第33回尾道新人演奏会

　郷土にゆかりの新人演奏家たち
による演奏と、特別ゲストによる演
奏会です。
日時　 2月28日㈯ 15：00～
場所　しまなみ交流館　
新人演奏家
　池田佑香さん（ピアノ）
　礒合美月さん（ピアノ）
　浜　朱音さん（箏）
　亀川真理さん（三絃）
　寺田　萌さん（チェロ）
　紙中康夫さん（クラリネット）
　井上千裕さん（ピアノ）
特別ゲスト
　松本和将さん（ピアノ）
　上里はな子さん（ヴァイオリン）
デュオ
入場券（全席自由）
　一般1,000円、高校生以下500円
入場券取扱　啓文社、マスハラ楽
器、文化振興課ほか
※託児所あり（要申込）。
■申■問尾道市文化協会（文化振興課内
☎0848-20-7514）

音楽のまちづくりギャラリーコンサート
sato　LIVE
春へのメッセージ！

日時　 2月20日㈮ 19：00～
場所　しまなみ交流館市民ギャラリー
出演　satoさん
サポートメンバー　松山　浩さん
（ギター）、黒飛伸二さん（ギ
ター）、奥廣慎二さん（ベース）、中
浜早美さん（ピアノ）

■問しまなみ交流館（☎0848-25-4073）

しまなみダンスコンテスト in 尾道

　ビギナー、キッズ、一般の 3 部門
でストリートダンスのコンテスト
を開催します。
日時　 3月 8日㈰ 14：00～
場所　しまなみ交流館
入場料　1,000円
※チケットは2月20日㈮発売開始。
■問しまなみ交流館（☎0848-25-4073）

尾道市重要文化財絹本著色仏涅槃
図一般公開・修復完了記念講演会

　今年度、保存修理を実施した涅槃
図（持光寺所蔵）についての一般公
開と記念講演会を開催します。
日時　 2月15日㈰ 10：00～
場所　持光寺本堂
講師　濱田　宣さん
　（尾道市文化財保護委員）
演題　「持光寺所蔵仏涅槃図（鎌倉
時代）について」

■問文化振興課（☎0848-20-7425）

おのみち歴史博物館
企画展Ⅱ「新指定文化財̶西國
寺の仏画」

期間　 3月 4日㈬～22日㈰
※火曜は休館。
時間　10：00～18：00
　（入館は17：30まで）
内容　新たに尾道市重要文化財に指定
された西國寺の仏画の優品を紹介

※観覧料については、18頁をご覧ください。
■問文化振興課（☎0848-20-7425）

国際理解講座
第2回おのみち国際交流茶会
～外国人と一緒にお茶を楽しみましょう～

　吟詠愛峰流と琴演奏があります。
日時　 3月15日㈰ 10：00～14：30
場所　浄土寺研修道場　
参加費　2000円（お茶会・点心代含）
　　　　［外国人は無料］
※別途拝観料要。
※詳しくは、お問い合わせください。
■申■問フィーラス華（☎090-7994-5461）

音楽のまちづくり
NHK交響楽団メンバーによる木管五重奏公演
日時　 3月 8日㈰ 14：00～
場所　ベル・カントホール
出演　甲斐雅之さん（フルート）
　和久井　仁さん（オーボエ）
　松本健司さん（クラリネット）
　宇賀神広宣さん（ファゴット）
　福川伸陽さん（ホルン）

入場料　一般2,000円、18歳以下・大学生等1,000円
■問しまなみ交流館（☎0848-25-4073）
　ベル・カントホール（☎0845-27-3848）

「絹本著色五秘密像（部分）」安土桃山時代
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お知らせInfo i

夜間通行止のお知らせ
一般国道2号松永道路西藤IC
下り線出口

　県道54号福山尾道線舗装補修工事
のため、夜間通行止を行います。ご利
用の皆さんには大変ご不便をおかけ
しますが、ご協力をお願いします。
規制期間　 2 月16日㈪～26日㈭の
工事予定期間のうち 1日間

規制時間　22：00～ 6：00（夜間通行止）
規制場所　一般国道 2 号松永道路
西藤IC下り線出口
※通行止実施日については規制看
板等でお知らせします。なお、迂
回路については看板と交通誘導

員の指示を参考にしてください。
■問広島県三原支所維持課
　（☎0848-64-4271）

家畜を飼育する皆さんへ
～家畜の飼養衛生管理基準の
報告をお忘れなく

　家畜伝染病予防法が改正され、畜
産業に限らず、家畜を飼育している
人は、毎年、2 月 1 日時点の飼育し
ている家畜の頭羽数、衛生管理状況
について、都道府県への報告が義務
付けられています。
報告期限
　【牛、水牛、鹿、馬、羊、山羊、豚、いのしし】
毎年 4月15日
　【鶏、その他家きん（※）】毎年 6月15日
※その他家きんとは、あひる（あい
がもを含む）、うずら、きじ、だ
ちょう、ほろほろ鳥と七面鳥を指
します。
　詳しくは、県ホームページをご覧

になるか、お問い合わせください。
■問広島県東部畜産事務所防疫課
　（☎084-921-1311）
■HP http：//www.pref.hiroshima.lg.jp/
　soshiki/85/1171005670976.html

百島航路へ就航するフェリー
「百風（ももかぜ）」をお披露目します

日時　 2月21日㈯ 14：00～15：00
場所　福田港（百島町）
内容　就航前のフェリー「百風」の
披露と船内の見学
※荒天の場合、中止することがあり
ます。

■問政策企画課（☎0848-38-9316）

尾道市内福祉事業所
作品展＆製品展

■作品展①
期間　開催中～ 2月15日㈰
時間　10：00～19：00（月曜休館）
場所　中央図書館
■作品展②
期間　 2月13日㈮～26日㈭
時間　 8：30～18：00
場所　市民センターむかいしま
■製品展
期間　 2月17日㈫～24日㈫
時間　 8：30～17：15（土・日曜閉館）
場所　人権文化センター
■■問人権文化センター（☎0848-37-2631）

村上宏治　東日本大震災写真展

　『被災地が教えてくれる私たちへ
のメッセージ』
■人権文化センター
期間　【前期】3月 3日㈫～13日㈮
　【後期】3月17日㈫～ 4月24日㈮
※土・日・祝日は閉館。
時間　8：30～17：15
■市民センターむかいしま
期間　3月18日㈬～29日㈰
時間　 8：30～18：00
■■問人権文化センター（☎0848-37-2631）

観光ガイド養成ウオーキングツアー
～新しい魅力発見！商店街めぐり～

　商店街の歴史や 1 度入ってみた
かったあのお店に行ってみませんか。
日時　① 3月 1日㈰ 10：30～12：00
　　　② 3月 7日㈯ 10：30～12：00
※①②どちらかの回のみの参加可能。
集合　JR尾道駅前
主な行先　山﨑清春商店ほか
※①②でコース内容が異なります
のでお問い合わせください。

定員　各回30人　料金　300円（保険料）
申込方法　 2 月26日㈭までに、「名
前、電話番号」を電話かFAXで申込
■申■問（一社）尾道観光協会
　（☎0848-37-9736■FAX 0848- 37- 7525）

商店街の催し
～おのみち雪まつり～

日時　 2月15日㈰ 11：00～15：00
場所　長江口ゆとりの広場
■問尾道本通り連合会
　（☎0848-23-5001）

ミュージカル
「すてきな三にんぐみ」

日時　 3月12日㈭ 18：30～19：30
場所　中央図書館
申込方法　 3月10日㈫までに、電話で申込
■申■問尾道子ども劇場
　（☎090-8363-9213）

尾道勤労青少年ホームの教室

■バドミントンクラブ（自主サークル）
日時　毎週火曜19：00～20：50
場所　勤労者体育センター
対象　市内在住か勤務先のある15
～35歳未満の人（学生は除く）
定員　20人
参加費　 1回200円（シャトル・コート代）
持参物　体育館シューズ、ラケット等
申込期限　 2月20日㈮ 19：00
※新規会員は別途登録料200円が必要。
■申■問尾道勤労青少年ホーム
　（☎0848-22-5396／13：00～21：00）

おのみち市民大学
女性による
まちづくり講座

　少子高齢化が進む中で、女性が社会の
中で活動していくための環境づくりな
どについて、実際に活動している人によ

る講演や市内で活動している女性リー
ダーのシンポジウムを開催します。
日時　 2月28日㈯ 13：20～15：45
場所　尾道商工会議所記念館
演題　「伊丹のまちづくりにハマっ
た理由」～マダムと呼ばれる女～
講師　村上有紀子さん（NPOいたみ
タウンセンター理事長）　
シンポジウムパネリスト　市内の
NPO等 3団体の女性リーダー

■問生涯学習課（☎0848-20-7444）

男女共同参画フォーラム（講演会）

日時　 3月 1日㈰
　　　13：30～15：00
場所　因島市民会館
内容　～仕事も家庭も一生懸命！
～出会いの人生から学んだこと
講師　菊地幸夫さん（弁護士）
申込方法　 2 月20日㈮までに、「①
名前②住所③電話番号」を記入の
うえ、郵送かFAXで申込

■申■問〒722-2211 因島中庄町2089-1
因島ふれあいセンター
　（☎・■FAX 0845-24-2160）

男の料理教室

日時　 3月18日㈬ 10：00～13：00
場所　御調保健福祉センター
対象　概ね65歳以上の男性
定員　概ね20人
参加費　500円程度（予定）
持参物　米一合、エプロン、三角巾、
手拭タオル
申込期限　 3月11日㈬
■申■問尾道市北部地域包括支援センター
（☎0848-76-2495）

情報アラカルト　　催し・募集など　　催し・募集など

時　間　 9：00～17：00（入館は16：30まで）
休館日　月曜日（祝日は開館）

■第16回絵のまち尾道四季展 入賞・秀作作品
◇ 2月21日㈯～ 3月 8日㈰※会期中無休
観覧料　大人300円、高校・大学生200
円、中学生以下と70歳以上（要年齢確
認）は無料

市立美術館 ☎0848
23-2281

■常設展Ⅲ「圓鍔勝三とコレクション」
◇開催中～ 3月31日㈫
観覧料　大人400円、高校生300円、中学生
以下と70歳以上（要年齢確認）は無料

圓鍔勝三彫刻美術館 ☎0848
76-2888

時　間　 9：00～17：00（入館は16：30まで）
休館日　無休

■館蔵品展「平山郁夫の原点－瀬戸内
とシルクロード」
◇開催中～ 4月20日㈪ 
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）

平山郁夫美術館 ☎0845
27-3800

時　間　10：00～18：00
休館日　火・水曜日（祝日は開館）

■卒業制作・修了制作　優秀作品展
◇ 2月21日㈯～ 3月15日㈰
　　卒業・修了制作の中から選抜され
た作品を展示します。

観覧料　無料

尾道市立大学美術館　☎084820-7831
時　間　 9：00～17：30（入館は17：00まで）
休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）
■ポール・アイズピリ特別企画展
◇開催中～ 2月22日㈰
観覧料　一般800円、中学・高校・大学生
300円（市内学生無料）

なかた美術館 ☎0848
20-1218

時　間　 9：00～17：00（入館は16：30まで）
休館日　無休

■冬季常設展　宝船版画
◇開催中～ 3月 8日㈰ 
観覧料　大人1,200円、高校生700円、
中学生以下無料（耕三寺見学込）

耕三寺博物館☎0845
27-0800

時　間　10：00～18：00
休館日　木曜日

■第26回企画展示「尾道あ・ら・かると
～しまなみ企業家列伝～」
◇開催中～ 5月27日㈬
観覧料　無料

尾道商業会議所記念館 ☎0848
20-0400

時　間　 10：00～17：00（入館は16：30まで）
休館日　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

本因坊秀策囲碁記念館 ☎0845
24-3715

時　間　 10：00～18：00（入館は17：30まで）
休館日　火曜日（祝日は開館）

おのみち歴史博物館 ☎0848
37-6555

■所蔵品展Ⅲ
◇開催中～ 3月 1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

時　間　 9：00～17：00（入館は16：30まで）
休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）

西藤IC 下り線出口 通行止

福山西
IC

西藤IC

山陽自動車

国道2号 松永道路

国道2号

県道５４号
福山尾道線

三成分れ

工事箇所

尾道

御調
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