10月27日㈰ 14：00～16：00
総合福祉センター
尾道市近郊に在住か通勤・通学している外国人で日
本語を母国語としていない人。また、日本滞在期間が
10年未満の人。
日本での体験や、母国の話などを日本語で5分程度
でスピーチ
10人（抽選） ※10月15日㈫までに要連絡。
尾道市国際交流推進協議会
（秘書広報課内☎0848 -38 - 9395）
フィーラス華（☎090 -7994 - 5461）

開港850年にあわせて、港とともに栄えた浄土寺に
4 流派が集い、盛大に開催します。待合には尾道の港と
ゆかりの深い文化財を展示。尾道の港の歴史を感じな
がら、秋のお茶席めぐりを満喫してください。
11月3日㈷ 受付 9：00～15：00
浄土寺
○梅の間［茶道速水流滌源会尾道支部］
※椅子の用意あり。
○阿弥陀堂［表千家同門会備後支部］
※椅子席。
○方丈［茶道裏千家淡交会尾道支部］
※椅子の用意あり。
○研修道場2 階[煎茶道三癸亭賣茶流尾道支部]
※椅子席。
茶券 一席 700円（前売 600円）
茶券取扱 各流派、今川玉香園茶舗、藤原茶舗、檀上
美術
前売のみ：尾道市文化協会事務局（文化振興課内）、
尾道駅観光案内所、ロープウェイ山麓駅観光案内所、
尾道駅前バスセンター
文化振興課（☎0848 -20 -7514）

ニュースポーツで楽しく国際交流
11月10日㈰ 9：30～12：00
マリン・ユース・センター
市内在住か通勤・通学している人
※小学生以下は保護者同伴。
カローリング、ボッチャ、交流会
6 組程度（2～5人のグループで申込）
※外国人であれば 1人でも申込可。
屋内シューズ、タオル
10月25日㈮
所定の申込書をFAXかメールで
尾道市国際交流推進協議会（秘書広報課内
0848 -38 - 9294）
☎0848 -38 - 9395
koho@city.onomichi.hiroshima.jp

■ここからむこうまで—広島から発信する
現代アート FROM HERE TO BEYOND

☎0848-23-2281

開催中～12月1日㈰
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
9：00～17：00（入館は16：30まで）
月曜休館（祝日は翌日）

☎0848-76-2888

■感覚のかたち
－尾道市立大学デザインコース教員展－

9月14日㈯～10月22日㈷

10：00～18：00 水・木曜休館（祝日は開館）

☎0848-20-7831

■コレクションプラス『海と旅』

開催中～10月6日㈰
一般800円、中学・高校・大学生300円
（市内学生無料）

9：00～17：30（入館は17：00まで）
月曜休館（祝日は翌日）

☎0848-20-1218

☎0845-27-3800

耕三寺博物館（瀬戸田町瀬戸田）
■茶の湯の四季展

9月21日㈯～12月8日㈰
大人1,400円、大学生1,000円、高校生
800円、65歳以上1,200円、中学生以下
無料（耕三寺見学込）

9：00～17：00（入館は16：30まで）
無休

☎0845-27-0800

開港からの各時代の尾道港の姿を、尾道遺
跡からの出土品や世羅町大田庄歴史博物館
からの特別展示品を通じて振り返ります。

開催中～11月6日㈬

10：00～18：00

木曜休館（祝日は開館）

☎0848-20-0400
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■呉 清源先生ゆかりの碁盤展示中

■巡回展「村上海賊展」

10：00～17：00（入館は16：30まで）
火曜休館（祝日は開館）

10：00～18：00（入館は17：30まで）
火曜休館（祝日は翌日） ※8月は無休。

大人300円、中学生以下無料

☎0845-24-3715

9月28日㈯～11月4日㈪
一般200円、共通500円（映画資料館も
観覧可）、中学生以下無料

☎0848-37-6555

市長の資産等の報告書閲覧
「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
閲覧を次のとおり行います。
10月7日㈪からの8：30～17：15
※土・日・祝日を除く。
秘書広報課秘書係
秘書広報課（☎0848 -38 -9250）

広島県収入証紙買戻しは
お早めに
広島県では平成27年度から収入証
紙による手数料納付を廃止しました。
未使用収入証紙の買戻し期限は
10月31日㈭です。
（郵送は必着）。
※詳しくは県ホームページ（「証紙買
戻し 広島県」で検索）をご覧いた
だくか、お問い合わせください。
※「収入印紙」ではありません。ご注
意ください。
広島県会計総務課
（☎082 - 513 -2112）

ポイント還元窓口（中小・小規模事業者向け）
（☎0570 - 000655）
https://cashless.go.jp/franchise/index.html

宝くじ助成金をご活用ください

啓発パネル展

人権クイズ

（一財）自治総合センターでは、宝く
人権に関するマークのクイズなど
じの社会貢献広報事業として宝くじ 「人権」について学べるパネル展です。
の受託事業収入を財源としたコミュ
10月4日㈮～21日㈪
ニティ助成事業を実施しています。
8：30～17：15（日・祝日を除く）
地域コミュニティ活動の充実など ※土曜の時間はお問い合わせください。
にご活用ください。
人権文化センター
令和 2 年度に住民組織などが地域
人権男女共同参画課
活動に使用する備品購入等にかか
（☎0848 -37-2631）
る費用（巻末のカメラさんぽに活用
例あり）
10月16日㈬
政策企画課
（☎0848 -38 - 9435）

消防車写生大会

催し
第14回尾道トラックまつり
9月22日㈰ 9：30～16：00
尾道地区総合トラックセンター
大型トラック運転席体験コーナー、
お祭り屋台 ほか
広島県トラック協会尾道支部
（☎0848 - 46 - 4538）

10月6日㈰ 9：00～12：00
※雨天中止。
フジグラン尾道屋外駐車場
市内在住か市内保育所・幼稚園・
小学校などに通園・通学する子
画板、絵具道具、クレパス
■表彰式を10月27日㈰10：00～行い
ます。
（ 尾道市防災センター）
消防局予防課
（☎0848 - 55 - 9123）

談

■第36回企画展示
尾道港開港850年〜黄金時代と都市の考古学〜

10月7日㈪～11日㈮
8：30～12：00、13：00～17：00
※郵送の場合は受付期間内必着。
財政課、因島総合支所市民生活課、
瀬戸田支所住民福祉課
※詳しくは、市ホームページをご覧くだ
さい。
財政課（☎0848 -38 - 9324）

対象の登録加盟店になるには手続きが必要ですので、ホームページを参
考にお申込みください。

相

持参物
締切
電子メール
ホームページ

尾道商業会議所記念館（土堂一丁目） 本因坊秀策囲碁記念館（因島外浦町） おのみち歴史博物館（久保一丁目）

物品購入等入札参加資格審査
追加申請受付（令和元・2年度）

10月1日から来年6月30日までの期間
中、キャッシュレス・ポイント還元事業が始
まります。加盟店でキャッシュレス支払をし
た人には、ポイントが還元される制度です。

情報アラカルト

本学デザインコース教員が共通テーマ「感覚のかたち」
をもとに制作した作品を通して、デザインの持つさまざま
な「視点（まなざし）」を総合的に紹介する展覧会です。

（潮見町）

開催中～10月4日㈮
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）
9：00～17：00（入館は16：30まで）
無休

受付期間 10月7日㈪～11日㈮
8：30～12：00、13：00～17：00
受付場所 契約課
申請方法 市ホームページに掲載の
申 請 書を提 出。電子申 請の場 合
は、受付期間中に申請を行い、添
付書類を10月18日㈮までに提出。
※詳しくは提出要領をご覧ください。
契約課（☎0848 -38 - 9282）

芸術・文化

尾道市立大学美術館（久保三丁目） なかた美術館

■瀬戸内しまなみ海道開通20周年記念
「しまなみ海道五十三次とシルクロード」

建設工事等入札参加資格追加
審査申請受付（令和元・2年度）

キャッシュレス・ポイント還元事業の
加盟店登録はお早目に

スポーツ

開催中～10月27日㈰
大人800円、高校・大学生550円、中学生
以下と70歳以上（要年齢確認）は無料
9：00～17：00（入館は16：30まで）
月曜休館（祝日は開館）

■特別展「圓鍔勝三 圓鍔元規 親子展
ー 彫刻家と家族ー」

お知らせ

子育て

尾道市立美術館 （西土堂町） 圓鍔勝三彫刻美術館（御調町高尾） 平山郁夫美術館（瀬戸田町沢）

情報アラカルト

健康・福祉

尾道港開港850年記念
尾道小径散策 秋の茶会 2019

くらしの窓

■料金や申込方法の記載のないものは無料または申込不要です。 日時・期間
場所
対象
内容
定員
料金
申込方法・申込先
問い合わせ先 ☎ 電話
ファクス
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第19回外国人による日本語スピーチ
大会&交流会出場者募集
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