情報アラカルト
令和2年

尾道市成人式

しまなみ・ゆめしま
サイクリングフェス2019開催

原田町体験バスツアー
原田町芸術文化交流館で開かれる
イベント「秋のマルシェ」と、標高400
ｍの秘境にある禅寺、摩訶衍寺での
写経・座禅体験を一緒に堪能できる
バスツアーを実施します。
この機会に秋の原田町を満喫して
ください。
11月17日㈰ 9：00〜15：00
集合場所 尾道駅前（9：00発）
25人
8,500円 ※昼食
（精進料理もどき）
代
及びマルシェチケット500円分含む。
11月8日㈮
ま

か

え ん

じ

（一社）
尾道観光協会

（☎ 0848 -36- 5495）

情報アラカルト

10月20日㈰ ※雨天決行。
向島運動公園
（スタート／ゴール会場）
通過予定
向 島 7：00〜17：00
因 島 7：30〜16：30
生口島 8：00〜16：00
当日は、多くのサイクリストが各島
内の道路やしまなみ海道の自転車歩
行者道を走行します。ご不便をおか
けしますが、皆さんのご協力やご声援
をお願いいたします。
※イベントに伴う交通規制はありませ
ん。また、しまなみ海道本線を走行
するイベントではありません。
（一社）しまなみジャパン
（☎0848 -22- 4073／平日8：30
〜17：15）

相

持参物
締切
電子メール
ホームページ

談
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芸術・文化

今月から広島県最低賃金は時間額
871円です。
年齢、性 別、雇用形態（常用・臨
時・パート・アルバイト等）、支払形態
（月給・日給・時給等）を問わず、県内
の事業所で働くすべての労働者に適
用されます。
広島労働局労働基準部賃金室
（☎082-221- 9244）
尾道労働基準監督署
（☎0848 -22- 4158）

瀬戸内しまなみ海道
開通20周年記念イベント

10月の第 3 土曜日を「シルバーの
日」と定め、全国一 斉にシルバー会
員が 社会 奉仕活動や市民との交流
の輪を広げる活動を行っています。
10月19日㈯ ※小雨決行。
■ボランティア観光ガイド（申込不要）
シルバー観光ガイドがご案内します。
集合場所 しまなみ交流館前（8：50）
案内 9：00〜12：00
■ボランティア清掃
尾道駅周辺、御調支所周辺、向島
支所周辺、因島モール、瀬戸田港〜
平山郁夫美術館周辺
■福祉施設等の慰問
民謡、踊りなど、芸達者な会員が訪
問します。※要申込。
尾道市シルバー人材センター
（☎0848 -20 -7700）

スポーツ

路面補修のため、向島IC出口と大浜PA（上下線）を夜間に閉鎖して工事
を実施します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
■規制期間（予備日含む）
①向島IC（出口）出口閉鎖
11月11日㈪〜15日㈮
※尾道 方面から向島へ行く
場合は、尾道大橋をご利用
ください。
②大浜PA（下り線）利用不可 10月28日㈪〜11月1日㈮
③大浜PA（上り線）利用不可 11月25日㈪〜12月6日㈮
■規制時間 21：00〜翌朝 6：00 ※土・日・祝日の閉鎖は行いません。
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）
https://www.jb-honshi.co.jp/

10月1日から広島県最低賃金
が変わりました

安全・確実・有利な中小企業のた
めの国の退職金制度です。
■「中退共」の退職金制度
●掛金の一部を国が助成
●掛金は全額非課税。手数料も不要
●社外積立だから管理が簡単
●パートタイマーや家族従業員も加
入可。
※詳しくはホームページ（中退共で検
索）をご覧いただくか、お問い合わ
せください。
（独）
勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
（☎03 - 6907-1234）
■「建退共」の退職金制度
●事業主が変わっても退職金は企業
間を通算して計算
●新たに加入した労働者の掛金の一
部を国が補助
●掛金は全額非課税
●公共工事入札参加の経営事項審
査で加点評価の対象
※詳しくはホームページ（建退共で検
索）をご覧いただくか、お問い合わ
せください。
（独）
勤労者退職金共済機構
建設業退職金共済広島県支部
（☎082 -221- 0138）

日本遺産 尾道を
シルバー観光ガイドと歩こう

子育て

しまなみ海道 夜間通行制限のお知らせ

事業主の皆さん
退職金共済制度をご活用ください

尾道産食材を
広く知っていただ
くため 、農 産 物
紹 介 用「 大 地の
めぐみ」と、水産
物 紹 介 用「海 の
めぐみ」を制作し
ました。
ポスター用の
A1版規格とチラシ用のA4 版規格の
２種類です。店舗での掲出やイベン
トの配付などにご活用ください。
尾道スローフードまちづくり推進協
議会事務局（農林水産課内
☎0848 -38 - 9212）

催し

健康・福祉

■開催案内
対象者には11月下旬に案内はがきを郵送しま
す（市内に住民登録のある人のみ）。はがきが
入場券になりますので当日持参してください。
※上記以外の人で参加を希望する場合は、
生年月日の確認できるもの（免許証等）を
持参し、当日受付に申し出てください。
■因島・瀬戸田地区 送迎バス
【因島地域】芸予文化情報センター 12：00発
【瀬戸田地域】瀬戸田市民会館 12：00発
※帰りは式典終了から30分後に発車します。

お知らせ

■『新成人全員による合唱』への参
加者募集
おのみちプレミアム付商品券
成人式中「新成人全員による合唱」を行う際、ステージ
の販売と使用が始まりました
上で小学生と一緒に歌っていただける人を募集します。
10月１日から25％のプレミアムが
合唱曲 「そこに風がいる」
付いた「おのみちプレミアム付商品
※当日の午前中に練習を行います。
券」の販売と使用が始まりました。商
11月29日㈮
品券の購入は市内34カ所で、市内の
■運営ボランティアスタッフ募集
登録店約600店舗で使用できます。
令和2年1月12日㈰ 12：00〜16：00
【商品券の販売期間】〜2月29日㈯
市内在住の18〜29歳の人
【商品券の使用期間】〜3月31日㈫
5人程度
※詳しくは、専用ホームページをご覧
「住所、名前、年齢、電話番号、所属
ください。一覧は市役所本庁と各
（学校名等）
」を記入のうえ、応募
支所でも配布しています。
11月21日㈭
※対象の人で申請がまだの人は、11月
■協賛イベント募集
29日㈮までに申請してください。
令和2年1月11日〜13日に市内で開催するイベントに限る
※商品券が使える店舗は引き続き募
※申込用紙は、市ホームページに掲載。
集しています。
11月1日㈮
コールセンター（購入者向け）
〒722-8501 久保一丁目15-1
（☎0120 - 085 -137）
生涯学習課（☎0848 -20 -7444・ 0848 -37- 0233）
専用ダイヤル（販売店舗・使用店
shogai@city.onomichi.hiroshima.jp
舗向け）
（☎084 - 926 - 0149）
https://premium-gift.jp/onomichi/

この宝くじの収益金は、市町の明る
いまちづくりや環境対策、高齢化対
策など地域住民の福祉向上のために
使われます。
発売期間 販売中〜10月18日㈮まで
（公財）広島県市町村振興協会
（☎082 -223 - 6545）

「食材の宝庫尾道」
ご活用ください

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

令和2 年1月12日㈰ 13：30〜
びんご運動公園健康スポーツセンター
（メインアリーナ）
平成11年（1999年）4月2日から平成12年
（2000年）4月1日までに生まれた人
式典、記念行事（アトラクション）

ハロウィンジャンボ宝くじ
発売中
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広報おのみち・令和元年10月
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