尾道市立大学大学祭

○特設ステージ（10：00〜18：00）
アカペラ、ダンス、吹奏楽演奏、
軽音楽ライブほか
○おのだい爆笑！LIVE2019
（16：00〜17：00）
ゲスト ゆってぃ、ですよ。、藩飛礼
○模擬店（10：00〜17：00）
○その他イベント
部活動作品展示、お茶会など

尾道市防災フェアin 瀬戸田

尾道市立大学翠郷祭実行委員会
（☎0848 -22- 8382）

第29回にこぴんしゃん祭り

『翠郷祭』
す

い

ご

う

さ

い

第18回

11月3日㈷ 10：00〜18：00
尾道市立大学

※出演者の事情等により、やむを得ず変更、
中止になる場合があります。

番外編

病院祭を開催します

11月2日㈯ 10：00〜15：00
尾道市立市民病院
ステージイベント、体験コーナー、展示コーナー、飲食コーナー ※一部有料。
尾道市立市民病院庶務課（☎0848 - 47-1155）

全国都市緑化ひろしまフェアプレイベント
びんごプチガーデンをつくろう！
第41回おのみち矯正展

情報アラカルト

相

持参物
締切
電子メール
ホームページ

談
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11月17日㈰ 9：30〜15：30
※雨天決行。
CF尾道みどりが丘（尾道刑務支所
／防地町23-2）
※駐車場は久保中学校グラウンドなど。
刑務所作業製品の展示・即売、施設
見学、矯正広報、ステージイベント、
バザー、子ども向け手作り教室など
CF尾道みどりが丘 尾道刑務支所
（☎0848 -37-2417）

尾道市勤労青少年ホーム
尾道市勤労青少年ホーム
（☎0848 -22 - 5396／13：00〜
21：00）
sei-home@city.onomichi.
hiroshima.jp
募集
etc…
■フラワーアレンジメント特別講座
第1回11月8日㈮、
写真のまち尾道四季展
第2回12月13日㈮
第9回フォトコンテスト
19：00〜20：50
■作品募集
原則、市内在住か勤
中小企業人材育成セミナー
尾道市を題材とした作品を募集し
務 先のある15〜34
参加者募集
ます。
あなたの感性で尾道の風情を
歳の人（学生は除く）
女性がイキイキと働くためのスキル 写真で表現してください。
第1回：冬を彩る寄
受付期間
アップ研修です。
せ植え
【郵送】
11月1日㈮〜15日㈮
■尾道会場
※写真は
第2回：クリスマスツ
イメージです。
※当日消印有効。
11月13日㈬ 10：00〜16：00
リーアレンジ
ベイタウン尾道組合会館
40人 【観光課へ持参】11月18日㈪〜21日㈭
各10人（どちらか1回でも可）
※土・日を除く9：00〜17：00。
■因島会場
講師 高尾勉さん（タカオフラワー
賞
大賞
（1人）
賞金30万円、
金賞
（2人）
11月14日㈭ 10：00〜16：00
ブティック代表）
賞金20万円、
銀賞
（3人）
賞金10万円、
因島市民会館
24人
各2,500円（花材費） はさみ
銅賞（5人）賞金5万円、入選（20人）
【共通事項】
電話かメールで※新規会員は別途
賞金2万円、
佳作
（20人）
賞金1万円
市内で勤務する女性従業員
登録料500円が必要。
（12月から
※応募規定など詳細は、
ホームページ
講師 上田実千代さん（㈲オフィスウ
は400円）
をご確認ください。
エダ代表取締役、中小企業診断士）
第1回11月1日㈮、第2回12月6日㈮
■写真のまち尾道実
行委員と巡る
2,000円
10月31日㈭
■ホーム祭2019
尾道撮影ツアー
※詳しくは、
市、
尾道・因島商工会議
11月17日㈰ 9：30〜16：00
市内の撮影スポットを巡り、アドバ
所、尾道しまなみ商工会のホーム
講座作品展示、講座体験（ヨガ・
イスを貰いながら、迫力ある写真を
ページをご覧ください。
生け花）、各講座紹介ブース、各種
撮影しましょう。
尾道市中小企業人材育成セ
ミナー
フリーマーケット、フットサル大会、
10月27日㈰ 10：00〜
運営委員会事務局（尾道しまなみ
お楽しみ抽選会など ※軽食あり。
集合場所 尾道駅前
商工会内☎0848 - 44 -3005）
※都合により内容の変更あり。
20人
カメラ、飲み物 ※昼食各自。
「住所、名前、電話番号」を電話で
だじゃれde脳トレ！
10月23日㈬
「だじゃれ」で笑顔の花を咲かせま 【共通事項】
写真のまち尾道四季展実行委員会
せんか？おまけに、脳の瞬発力を鍛え
（観光課内☎0848 -38 - 9184）
て一緒に健康になりましょう。
http://www.onomichi-photo.jp
11月24日㈰ 11：00〜12：30

スポーツ

キツネの「おこん」とイタコのばばさ
びんご運動公園の花壇に様々なお花
まの心温まる、ちょっとせつない物語。 やハーブを植えてお庭をつくりましょう。
10月27日㈰ 10：00〜12：00
小さな子どもでも楽しめる劇です。
10月22日㈷ 15：00〜16：00
県立びんご運動公園
県立びんご運動公園
春に花束のような花が咲く「種だ
陸上競技場会議室
んご」作りや、花植え
80人 ※要申込。
15人程度 ※要申込。
300円（弁当付き）
出演 劇団むう
2,500円（4 歳以上）
スコップ、ガーデニングできる服装
尾道子ども劇場
※植えたい花も持込可。
県立びんご運動公園
（☎・ 0848 -22 - 8093）
（☎0848 - 48 - 5446）

来年度からプログラミング教育が
小学校から順次必修化されます。本
講演ではプログラミング学習支援シ
ステムの開発や初学者向け開発環境
の構築などの取り組みを紹介します。
11月11日㈪ 14：50〜16：20
尾道市立大学
講師 松本慎平さん（広島工業大学
情報学部准教授）
尾道市立大学情報処理研究センター
（☎0848 -22 - 8311㈹）

だじゃれ活用協会理事広島支部長）
500円
筆記用具
びんご運動公園健康スポーツセン
ター受付か電話で
県立びんご運動公園
（☎0848 - 48 - 5446）

子育て

舞台劇「おこんじょうるり」

尾道市勤労青少年ホームの
講座・イベント

県立びんご運動公園
60人
講演会『プログラミング学習
講師 加藤よしたかさん（
（一社）
日本
支援研究の最新動向と展望』

健康・福祉

職員と地域の皆さんや患者さん、ご家族と
のふれあいを深めるためのお祭りで、今回で
6回目の開催になります。ぜひお越しください。

11月4日㈪ 9：00〜16：00
向島運動公園（ご来場はシャトルバ
スをご利用ください。
）
郷土芸能の披露や地元・近隣市町の
特産品・加工品の販売、歌謡ショー
など
向島町イベント実行委員会
（尾道しまなみ商工会
☎0848 - 44 -3005）

教室・講座

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

ゆってぃ

11月2日㈯ 9：00〜12：00
瀬戸田中学校
起震車による地震体験、県防災ヘ
リコプターによる救助訓練、ドロー
ンの飛行訓練、消防はしご車搭乗
体験、災害活動車両展示、自衛隊
炊き出しカレーの試食等
総務課（☎0848 -38 - 9216）

etc…

広報おのみち・令和元年10月

広報おのみち・令和元年10月
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