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人生100年時代を目指して
連携協定を締結
明治安田生命保険相互会社と「健
康増進に関する連携協定」を締結し
ました。市民の皆さんの健康長寿の
実現を目指して、同社の外交職員が、
健康づくりや介護予防事業の普及・
啓発、認知症患者等の見守り等に連
携していきます。
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人の動き［ 1月29日現在］

※
（ ）
内は前月比。

外国クルーズ客船

今年 7月2日、イギリスの会社が
運航するラグジュアリークラスのク
ルーズ客船「カレドニアン・スカイ」
が尾道港に寄港することが決まり
ました。
乗客は約100人で、今治で下船し、
しまなみ海道でサイクリングを楽しみながら尾道入りします。これから、
海外からのクルーズ客船が尾道水道を行き来する姿が日常的になるかも
しれませんね。

世帯
64,857世帯 （－44）
人口 男性 65,935人 （－62）
女性 70,089人 （－93）
計

令和 2 年広島県
交通安全年間スローガン
あおるより
ゆずるあなたが かっこいい

7件
14人
0人

（－8）
（－3）
（0）

囲碁の打ち初め

1月4日㈯「第11回本因坊秀策囲
碁記念館子ども囲碁大会」が本因
坊秀策囲碁記念館で開催され、62
人の子どもたちが参加しました。
日本棋院の山本賢太郎五段も参
加し、競技大会や山本五段による
指導碁などが行われました。

今月の納期限

［ 1月29日現在］

件 数
負傷者
死 者

子どもたち

136,024人（－155）

市内の交通事故

尾道へ初寄港

3/2㈪

国民健康保険料⑧
介護保険料⑧
後期高齢者医療保険料⑧

※
（ ）
内は前年比。

新春恒例の出初式

今月の表紙
1月5日㈰、新本庁舎の
オープンに先 立ち内覧会
が行われ、訪れた人からは
「ええ眺めじゃねぇ」などの
声が上がりました。屋上展
望デッキで尾道 水道を見
下ろす女の子も嬉しそう
な表 情。どんな景 色が見
えたのかな？
代表電話

尾道市役所
因島総合支所
御調支所
向島支所
瀬戸田支所
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0848-38-9111
0845-22-1311
0848-76-2111
0848-44-0110
0845-27-2211

百島支所
浦崎支所
消  防  局
尾道市立市民病院
公立みつぎ総合病院
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0848-73-2701
0848-73-2001
0848-55-9120
0848-47-1155
0848-76-1111

1月12日㈰、尾道市消防出初式が行われました。消防局・消防団員や
少年消防クラブなど約1,190人が参加し、一糸乱れぬ全体行進や各種訓
練、迫力満点の8色のカラー放水など、勇壮な姿を披露しました。

特集

みんなの

市役所新本庁舎オープン

市民の皆さんの新しい集いの場所として、市役所新本庁舎が、1月6日㈪
にオープンしました。新しい庁舎は、これまでの行政や議会としての役割だけ
でなく、市民の皆さんが集いゆったりできるよう、装いを新たにしています。
屋上展望デッキやバルコニーなどには、夜間・休日も自由に立ち入ることが
でき、開庁時間に関わらず眺望を楽しむことができるほか、絵画展示や講演
会などができるレンタルスペースも備えており（貸し出しは4月以降の予定）
、
これからさまざまな催しも行われる予定です。
今回の特集は、窓口に用事がなくても、遊びに来たくなるような新しい庁
舎の特徴を紹介します。
総務課（ 0848 -38 - 9334）

市 役 所 新本庁 舎は、市町
村合併 後の一 体的なまちづ
くりを進める拠点として、自
然災害や南海トラフ巨大地震
等に備えた防災拠点として誕
生しました。建設にあたって
は公共的施設整備事業に対
する国からの財政措置（合併
特例債）を受けているので、
市の財政負担を軽減すること
ができました。
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ಌರ

新しい
庁舎は
こんな
ところ

VOICE

1月5日㈰、内覧会に
訪れた人に聞きました

1

造船の技術を
駆使

建物の外装には地元産業の造船技術
「ぎょう鉄 」という鉄板を曲げる技術が
随所に使われています。目の前の海にせ
り出すような形の2 階バルコニーをはじ
め、建物の形も船をイメージしており、向
島側から見ると客船のよう。まさに「尾
道らしい」庁舎です。

市外からも、どなたが 来ても恥
ずかしくない建 物ですね。この
屋上からの眺めもとても素晴ら
しいです。私もすみっこの方に住
ませてほしいくらい。笑

新しい庁舎は明るくて開放的。天
井も高くなっていて、窓が大きく、
明るく感じます。普段は健康保険の
手続きなどで市役所へ来ますが、
待ち時間も苦にならなそうです。
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休日も
立ち寄り可能

建物内は執務スペース部分と開放
スペース部分とに分けられており、開
放スペース部分には土・日・祝日で
も、誰でも自由に出入りできます。
屋上の展望デッキなどで目の前の景
色を眺めながらのんびりとしたひと
ときを楽しめます。
（8：30〜21：00）

ಌರ

3

子どもが
遊べるエリアも

１階南側のキッズスペースには、
子どもが遊べる遊具やおもちゃなど
が完備。手続きのついでに、子ども
も楽しく遊ばせることができます。

ಌರ

4

バリアフリー
にも配慮

庁舎内南側
の階段は段差
が 低くなって
おり、歩 くの
が 少し難しく
なってきた高
齢の方などで
も昇り降りし
やすくなってい
ます。
また、授乳室
やオストメイトにも対応した多目的
トイレなども設置しており、さまざま
な人が利用しやすくなっています。

ಌರ

5

おしゃれなカフェ
でくつろいで

1階北側のカフェ「onomichi Roman
coffee 尾道浪漫珈琲」では、挽きたて
豆のコーヒーのほか、サンドイッチ、デ
ザートなども販売。テイクアウトして海
を眺めながら楽しむのもおすすめで
す。営業時間は8：00〜20：00。

新たな防災拠点としても
大地震への対策として、地震の揺れを大幅に低減でき
る免震構造を採用しています。
また、１階の床を大地震で想定される津波の高さより
も高く設定しているほか、大規模な停電が発生したとき
も72時間以上対応できる自家発電装置を、5階に備えて
います。
災害時には防災の拠点としての役割を果たし、市民の
皆さんの安全・安心を守れるよう設計されています。

◀非常用発電設

備は 最 上 階に設
置して い る の で
安心。

免震構造により、地震の
揺れを大幅に低減できる。

▼

◀
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日時

4 月25 日㈯／26日㈰

http：//www.onomichi-matsuri.jp/

第77回

尾道

ええじゃん SANSA・がり踊りコンテスト
■出場者募集

■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

4月25日㈯ 14：00〜19：30（予定）
一般・グランプリ部門
4月26日㈰ 10：00〜15：30（予定）
幼児・小学生・中学生部門
参加資格 原則20人以上のチーム
表彰
各部門、優勝・準優勝・特別賞ほか
①公式ホームページの応募フォームから ②尾道商工
会議所・観光課・公式ホームページの所定の用紙で
2月17日㈪
尾道港祭協会踊り部会事務局（尾道商工会議所内
☎0848 -22-2165
0848 -25 -2450）
※因島・瀬戸田地域からの一般の参加者には交通費を一部
助成します。詳しくは観光課（☎0848 -38 -9184）まで
お問い合わせください。

■運営スタッフ募集

4月25日㈯・26日㈰ ※1日だけの参加も可。
海岸通り、尾道駅前港湾緑地ステージ
ええじゃんSANSA・がり踊りコンテストの進行補助等
①公式ホームページの応募フォームから
②参加者全員の「住所、名前、年齢、連絡先」を電話かFAXで
※高校生以下は保護者の同意が必要。
3月19日㈭
尾道港祭協会踊り部会事務局（尾道商工会議所内
☎0848 -22-2165
0848 -25 -2450）

尾道海上保安部巡視艇
無料体験航海 乗船者募集

4月25日㈯ ①10：00〜 ②11：30〜 ③13：30〜
④15：00〜
小学生以上
各回15人（抽選）
おのみち海の駅（中央桟橋）出発（予定航路：因島大橋方面）
時間 50分程度
往復はがきの往信欄に「①希望する時間の番号（第2希
望まで）
、②乗船者全員の名前と年齢（学年）、③代表者
一般パレード 参加者募集
の住所・電話番号」、返信欄に「代表者の住所・名前」を
記入のうえ郵送 ※はがき1枚で4人まで申込可。
4月26日㈰ 11：00〜17：00
本通り商店街
3月16日㈪ ※結果は3月下旬に発送。
パレード形式であれば踊り・鼓笛隊などジャンルを問いません。
※小学生は子ども1人につき大人1人の乗船が条件。
尾道観光協会・観光課・公式ホームページの所定の用紙で
■4月26日㈰には、尾道海技学院教習艇による体験乗船
2月25日㈫
（申込不要）
も実施します。
尾道港祭協会協賛部会事務局
〒722-8501
久保一丁目15-1 尾道港祭協会事務局
（（一社）尾道観光協会内 ☎0848 -36 -5495）
（観光課内☎0848 -38 -9184）

飲食屋台村出店者募集

持参物
締切
電子メール
ホームページ

4月25日㈯ 10：00〜21：00
4月26日㈰ 10：00〜17：00
尾道駅前港湾緑地
市内に店舗のある業者（尾道飲食組合加盟店）
※詳細は公式ホームページ掲載の要項参照。
募集数 16ブース（2.7m×3.6m、抽選）
45,000円（2日間）
設備 テント、電灯、コンセント
（20A）
、ビニールシートほか
所定の用紙で（公式ホームページからダウンロード可）
2月28日㈮
尾道港祭協会協賛部会事務局
（（一社）尾道観光協会内☎0848 -36 -5495）
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きれいなまつり事業
ごみ分別回収ボランティア募集
4月25日㈯・26日㈰ ※1日だけの参加も可。
ごみ分別ステーション
（尾道駅前港湾緑地、長江口ゆとり
の広場など）、祭会場全体
ごみの分別回収、来場者へのごみの分別指導、エコ啓発
活動
①公式ホームページの応募フォームから
②参加者全員の「住所、名前、年齢、連絡先」を電話か
FAXで ※高校生以下は保護者の同意が必要。
3月19日㈭
尾道港祭協会事務局
（観光課内☎0848 -38 -9184
0848 -37-2377）

くらしの窓

市からのお知らせ

市県民税／国民健康保険料
／介護保険料の申告相談
申告相談期間 2月12日㈬〜3月16日㈪
※土・日・祝日を除く。
※会場など詳しくは、広報おのみち
1月号8〜9頁をご覧ください。
市民税課（☎0848 -38 -9154）
因島瀬戸田市民税係
（☎0845 -26 - 6227）

民生委員・児童委員は
あなたの身近な相談相手です

電話番号 050 - 3646 - 9237
受付時間 平日 8：3 0 〜17：15

健康・福祉

広島県後期高齢者医療広域連合業
務課（☎050 -3646 -9237）

子育て

みなさまの支えにより

尾道市の

くらしの窓

令和元年12月1日付で民生委員・
児童委員（任期3年）が改選されまし
た。新しい委員の名簿などは、市ホー
ムページをご覧いただくか、お問い合
わせください。
民生委員・児童委員は厚生労働大

臣から委嘱され、地域住民のあらゆ
無戸籍でお悩みの人は
る相談に応じ、必要な支援が受けら
ご相談ください
れるよう関係機関等につなげる役割
をしています。委員には守秘義務があ
日本では、子の出生時に出生届を
り、安心して相談することができます。 提出し戸籍を作ることを義務付けられ
社会福祉課（☎0848 -38 -9122） ていますが、さまざまな理由で出生届
が出されず戸籍がない人がいます。
戸籍がなく悩んでいる人は、
「無戸
「医療費のお知らせ
（後期）
」
籍相談窓口」までご相談ください。
お問い合わせはコールセンターへ
戸籍に記載されるための手続きをご
2月上旬と3月下旬、広島県後期高 案内します。秘密は守ります。
齢者医療制度の被保険者宛てに個人 相談窓口 広島法務局尾道支局
ごとの通知を発送しています。
（☎0848- 23 -2883／平日8：30
お問い合わせに応えるため、専用
〜17：15）
のコールセンターを設置しました。

が元気になっています！

スポーツ
芸術・文化

手入れが必要な森を
を
整備しています
人工林対策

里山林対策

ひろしまの森づくりキャラクター
モーリー

ひろしまの森づくり県民税
個人

500 円

法人

年額

5％ 相当額
均等割額

これからも、
やすらぎと潤いのある生活を維持し、
と潤いのある生活を維持し、美しい
景観を次世代に引き継いでいくため、
みなさまとともに
継いでいくため、
「尾道市の森づくり事業」
業」を進めてまいります。

【問い合わせ先】 農林水産課 Tel：0848-38-9212

ひろしまの 森づくりネット

検索

clic

談

県民や企業のみなさまに広くご負担をお願いしています
「ひろしまの森づくり
県民税」
は、
人工林対策や里山づくりなどに役立てられています。

除間伐、鳥獣被害防止、森林
活動の支援 など

相

年額

全活動
高見山の森林保

情報アラカルト

除伐、間伐、被害木の処理、
処理
処理、
土のうの設置 など

k
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日曜にも受け取れます
マイナンバーカード
マイナンバーカード（個人番号カード）
の交付案内が届いた人
2月23日㈷ 8：30〜12：00
本庁市民課のみ ※市民課以外の各支所が交付場所
になっている人は、2月19日㈬までにご連絡ください。
・マイナンバーカード交付通知書兼照会書（交付
案内に同封）
・本人確認書類（交付案内参照）
・通知カード（回収します）
・住民基本台帳カード（回収します・お持ちの人のみ）
市民課（☎0848 -38 -9102）

金曜は午後7時まで市民課関係
窓口を時間延長します
本庁市民課、因島総合支所市民生活課
各種証明書（戸籍・住民票・印鑑証明・所得証明）
の発行、パスポートの受け取りなど
※住所変更、パスポートの申請はできません。
市民課（☎0848 -38 -9102）
因島総合支所市民生活課（☎0845 -26 - 6208）
※所得に関する証明については、事前に担当課へ
ご確認ください。
収納課（☎0848 -38 -9172）
因島瀬戸田市民税係（☎0845 -26 - 6227）

■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

【旧尾道・御調・向島地区】
〜毎月1日は
「門前清掃の日」です〜 【因島地区（原・洲江含む）】
【 瀬 戸 田 地 区】

尾道市クリーンセンター （☎0848-48-2900）
衛生施設センター【持込】
・清掃事務所【収集】
南部清掃事務所
（☎0845-24-0432）
南部清掃事務所瀬戸田分所 （☎0845-27-0454）

2月の「休日」のごみ持込受付（対象は家庭ごみ）
22日㈯

御調清掃センター

8：30〜11：00

尾道市クリーンセンター
南部清掃事務所

23日㈷

ふ

ほうとう

き

不法投棄をしてはいけな

8：30〜12：00

し

いって知ってるかい？
❶

瀬戸田名荷埋立処分地

あ

※対象は家庭ごみです。必ず分別をして持ち込んでください。
（資源物・粗大ごみを含む）
※向島クリーンセンター・因島リサイクルセンターは休日の持込受付はありません。

かん

空き缶やペットボトル、
すい がら

す

タバコの吸殻をポイ捨て
ふ ほう と う き

することも不法投棄なのよ！

「祝日」ごみ収集のお知らせ

2月11日「建国記念の日」
火・金曜が「もやせるごみの収集地域」のみ収集します。
※もやせるごみ以外の収集はお休みです。
※ごみ持込受付はありません。
2月24日「振替休日」
月・木曜が「もやせるごみの収集地域」のみ収集します。
※もやせるごみ以外の収集はお休みです。
※ごみ持込受付はありません。

不法投棄は犯罪です！
❸

環境資源リサイクルセンター

（☎ 0848 - 48 - 2212）
10：00〜16：30／月・祝日休館

リサイクルセンター オープン28周年記念イベント

3 月の出張販売

日ごろリサイクルセンターで活動している団体の展示を行います。
2／15 ㈯〜19 ㈬10：00〜15：00

※2／17 ㈪ は休館日。

持参物
締切
電子メール
ホームページ

サークル体験教室

①ぬいものサークル「はぎれでコースターをつくろう」
2月15日㈯10：00〜14：00
200円
②トールペイントサークル「初心者でもできるトールペイント」
2月19日㈬10：30〜、13：30〜
300円

2／16 ㈰
2／16 ㈰
13：30〜
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❷

全館半額セール

※スペース、手作り品など一部対象外の商品もあります。

イスの布カバー張り替え教室
100円

広報おのみち・令和 2 年 2月

2人

布、スポンジ

3／ 7 ㈯ 10：00〜14：00 市民センターむかいしま
3／11㈬ 10：30〜14：00 瀬戸田市民会館前駐車場
3／13㈮ 10：00〜14：00 道の駅クロスロードみつぎ

春のリサイクル市
不要品の販売、
フリーマーケット、刃物とぎ、
昼食コーナーなど

3／15㈰
■まだ使える不要品を募集します
9：00〜12：00 家庭に眠っている不要品（衣類、日用贈答品、

置物など）や紙袋がありましたらご寄贈ください。

https://www.facebook.com/onomichi.recycle

日曜日に住所変更などの
手続ができます
住所変更の届

日時

3 月29日 日 4 月5 日 日
8：30〜17：15

場所 本庁市民課・因島総合支所市民生活課
戸籍届

転入・転出・転居など

婚 姻・出生など ※後日審査となる場合があります。

証明書の発行

パスポートの受け取り

住民票・印鑑証明書・戸籍証明書・身分証明書など

印鑑登録

申請は不可

マイナンバーカードの受け取り

所得に関する証明書の発行

通知カード記載事項の変更など

納税や資産に関するものは除く

連絡期限

3月29日㈰

▶ 3月25日㈬ 17：00まで

4月 5 日㈰

▶ 4月 1 日㈬ 17：00まで

市民課（☎0848 -38 -9102）
因島総合支所市民生活課（☎0845 -26 - 6208）

健康・福祉

※他機関との連絡が必要な手続や、戸籍届出後の戸籍
証明書発行等、取り扱いできないものがあります。
※住所変更にともなう年金・国民健康保険等の手続
は、後日担当課でお願いします。

受け取り希望日

くらしの窓

発行できない場合もありますので、事前に担当課
へご確認ください。
収納課（☎0848 -38 -9172）
因島瀬戸田市民税係（☎0845 -26 - 6227）

カードは各支所で保管しています。
本庁・因島総合支所への移送が必要となりますの
で、受け取り希望日直前の水曜17：00までに市民課
へご連絡ください。

県道栗原長江線 夜間交通規制のお知らせ
子育て

長江小学校付近と長江口北側付近の2カ所で舗装工事を行うため、夜間
に車両通行止めの規制を行います。ご理解とご協力をお願いします。
工事期間 2月25日㈫〜3月2日㈪
規制時間 22：00〜6：00（夜間作業）
規制内容 車両通行止め
水道工務課（☎0848 -37- 8702）

スポーツ
芸術・文化

健康・福祉

情報アラカルト

「尾道市から健康診査に関する重要なお知らせ」受診項目の修正
9月下旬に送付した内容の受診項目に誤りがありました。お詫びして訂正します。
3頁

医療機関健診の項目

【誤】 受診できる医療機関

電

話

0848-25-3077

JA尾道総合病院

0848-22-8111
電

話

尾道クリニック

0848-25-3077

JA尾道総合病院

0848-22-8111

※乳がん検診は、尾道クリニックでは受診できません。

談

【正】 受診できる医療機関

○

相

尾道クリニック

乳がん検診

乳がん検診
○

健康推進課
（☎0848 -24 -1962）
広報おのみち・令和 2 年 2月
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高齢者肺炎球菌
定期予防接種は3月31日まで

■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

対象者には、昨年6月下旬に、案内
の黄色いはがきを送付しています。
市の補助を受けて接種できるのは
今年度限りで、期限を過ぎると、全額
自己負担となります。
※過去に肺炎球菌予防接種（ニュー
モバックス）
を接種した人は対象外。
※案内のはがきを紛失した場合は、
市の窓口で再発行します。本人を証
明できる書類をお持ちのうえ最寄り
の窓口へお越しください。
健康推進課
（☎0848 -24 -1961）

自死遺族の分かち合いの集い
大切な人を自死で亡くされた人が、
普段は言えないことを話せる、分かち
合いの集いです。
2月23日㈷ 14：0 0〜16：0 0

antenna Coffee House（東土堂
町11-3）
家族・親戚を自死で亡くした人
300円
※秘密は厳守します。
※治療・指導は行いません。
antenna Coffee House
（☎0848 -22-2080）

心とからだの健康講座
3月6日㈮ 14：0 0〜16：0 0
協同組合ベイタウン尾道組合会館
■知って得する 胃のお話
講師 竹内誠さん（（公財）中国労働
衛生協会尾道検診所放射線課）
■ストレスと健康
講師 沖田光昭（公立みつぎ総合病
院院長）
※要申込（当日受付有）。
FAXか協会ホームページから
（公財）
中国労働衛生協会尾道検診
所健康推進課（☎0848-22-3807
／ 0848 -22- 6352）

元気はつらつ！！健康づくりセミナー
「女性のための健康セミナー」
■人生は姿勢で決ま
る！歩き方を変え
て、私を変える
美しく健康に歳を
重ねていくために、歩
くことを通じて「美」
と
「健康」を考えます。 板橋千代美さん
3月2日㈪ 13：30〜15：30
みつぎいこい会館
市内在住の女性
講義、運動実技
講師 板橋千代美さん（ポスチュア
スタイリスト）
15人 ※託児要予約、未就園児3人まで。
屋内用シューズ、運動のできる服装、
筆記用具、飲み物
2月25日㈫
御調保健福祉センター
（☎0848 -76 -2235）

健康相談など
成人健康相談
健診結果説明、健 康相談（保 健
師）
、栄養相談（栄養士）
、骨密度
測定、体組成測定（3／6）
、物忘れ
チェック（3／24） など
■総合福祉センター
3月6日㈮ 9：30～10：30
健康推進課（☎0848-24-1962）
■瀬戸田福祉保健センター
3月24日㈫ 受付13：30〜14：30
瀬戸田福祉保健センター
（☎0845 -27-3849）

こころの相談

持参物
締切
電子メール
ホームページ

●こころの健康・ひきこもり相談
（前日までに申込／ 2人）
こころの悩みのある人か家族、また
は概ね18歳以上のひきこもり状態
にある人か家族
（治療中の人を除く）
■総合福祉センター
2月20日㈭ 13：30〜16：30
3月 3 日㈫ 13：00〜16：00
3月12日㈭ 13：30〜16：30
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担当 臨床心理士、心理士
健康推進課
（☎0848 -24 -1962）
■因島総合支所
3月6日㈮ 13：00〜16：00
担当 精神保健福祉士
因島総合支所健康推進課
（☎0845 -22-0123）
●こころの相談
（前日までに申込／ 2人）
■御調保健福祉センター
2月26日㈬ 13：30〜15：30
こころの悩みのある人かその家族
担当 臨床心理士、保健師
御調保健福祉センター
（☎0848 -76 -2235）

もの忘れ何でも相談
認知症状のある人を介護している
家族、認知症に関して不安や悩み
を抱えている人
■御調保健福祉センター
※要申込、個別相談。
2月20日㈭ 13：30〜15：00

■ニチエー三成店 ※個別相談。
2月25日㈫ 10：30〜11：30
北部地域包括支援センター
（☎0848 -76 -2495）

東部保健所での相談（要申込）

●精神保健福祉相談（精神科医
師による相談）
2月19日㈬ 13：30〜15：30
●アレルギー疾患相談
2月18日㈫ 13：30〜15：30
子どもの相談は母子健康手帳
広島県尾道庁舎
広島県東部保健所保健課
（☎0848 -25 - 4640）

いのちを守るこころの健康ポスター

健康づくり講演会

優秀作品が決まりました

3月17日㈫ 13：30〜15：00
総合福祉センター
■「フレイル予防で健康長寿！
タニタの健 康づ
くりセミナー」
タニタで実 践し
ている「食事」や
「体操」の紹介。
体 組 成（筋肉量
戸澤恵里さん
等）測定 ※希望
者のみ。
講師 戸澤恵里さん ㈱タニタ パーソ
ナルトレーナー）
健康推進課（☎0848-24-1962）

日

時

作品の説明
「いじめ」が問題となっている今、それに
よって自ら命を絶ってしまう人もいます。そうい
う人たちは、その悩みを一人で抱えているのだ
と思います。そんな人たちに一人で悩まず、
誰かに相談してほしいという気持ちを込めて
描きました。
中学生の部 最優秀賞
重井中学校 3年 上林恭子さん

※展示場所・期間は市ホームページをご覧ください。
健康推進課（☎0848 -24 -1962）

パーキンソン病教室
3月12日㈭ 13：30〜15：00

尾道市献血推進協議会
（☎ 0848-24-1177）
場

所

9：30〜12：00 ええじゃん尾道
13：00〜16：00 尾道店

※骨髄バンクドナー登録会開催。

山脇泰秀

スポーツ

誤嚥性肺炎ゼロへ

言語聴覚士について

相
談

等と多職種で構成する栄養サポート
チームの一員として、患者さんに最良
の栄養療法を提供できるように活動
しています。
また、市民病院では毎週月曜の午
後に嚥下造影検査を行っています。嚥
下造影検査とは、
レントゲンをあてなが
ら、バリウムの入った模擬食品を口から
食べ、機能に異常がないか調べる検査
です。検査の結果をもとに、適切な食
事形態などの指導を行っています。
これからも誤嚥性肺炎ゼロを目標
に、患者さんが家族と一緒に口から食
べる喜びを保ち続けられるように努め
ていきます。

情報アラカルト

言語聴覚士は、
「話す」
「聞く」
「食べ
る」など、人間が生きていくうえで必須
とされる機能の回復を支援する専門
職です。言語障害や高次脳機能障害、
嚥下（えんげ）障害など、
リハビリの対
象は多岐にわたります。
市民病院では、現在4人の言語聴
覚士が在籍しており、嚥下障害のリハ
ビリのスペシャリストとして活動してい
ます。脳卒中や誤嚥性肺炎で入院さ
れた患者さんに、どのような食事形態
が適切なのか判断し、口から食べられ
なくなった患者さんが再び食べられる
ようリハビリを行っていきます。リハビ
リ以外にも医師、看護師、管理栄養士

芸術・文化
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子育て

尾道市立市民病院
パーキンソン病患者とその家族等
■パーキンソン病〜薬のはなし〜
講師 星野祥儀（尾道市立市民病院薬剤師）
■パーキンソン病とどう付き合う！
講師 山脇泰秀（同内科医師）
広島県東部保健所保健課（☎0848 -25 - 4641）

健康・福祉

2／21 ㈮ 10：00〜13：00 ハローズ
14：00〜16：00 因島モール店
3／6 ㈮

くらしの窓

献血

市内の中学生・高校生を対象にポスターを募集し、優秀作品が決定しました。
作品は、2・3月に市内図書館等で展示しています。

尾道市立市民病院地域連携室
（☎0848- 47-1155㈹）

広報おのみち・令和 2 年 2月
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子育て
80

子育て世代包括支援センター「ぽかぽか☀」に来てみない？②

ぽかぽか☀は、子育て支援センターや認定こども園、保健センターなどにあり、子どもを
遊ばせながら子育てに関する相談ができます。気軽にお越しください。
ぽかぽか☀いんのしま

ぽかぽか☀むかいしま

（いんのしま子育て支援センター内）
■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
持参物
締切
電子メール
ホームページ
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（向東認定こども園内）

ぽかぽか☀みつぎ

（御調保健福祉センター内）

ぽかぽか☀せとだ

（瀬戸田福祉保健センター内）

ぽかぽか☀（☎0848-36-5003）

【尾道地域（向島を含む）】
【 因 島・瀬 戸 田 地 域 】
【 御
調
地
域 】

乳幼児健診
健診名

場

所

日

総合福祉センター

4カ月児健診
（4カ月になる児） 瀬戸田福祉保健センター
総合福祉センター

程

2月19日㈬・20日㈭
2月21日㈮
3月4日㈬・5日㈭

1歳6カ月児健診 御調保健福祉センター 3月5日㈭
（1歳7カ月になる児） 因島総合福祉保健センター 2月20日㈭
瀬戸田福祉保健センター

2月21日㈮

健康推進課
（☎0848-24-1960
0848-24-1966）
因島総合支所健康推進課（☎0845-22-0123）
御調保健福祉センター （☎0848-76-2235）

健診名

場

所

総合福祉センター

3歳児健診
御調保健福祉センター
（3歳5カ月になる児）
瀬戸田福祉保健センター

日

程

3月11日㈬・12日㈭
3月5日㈭
2月21日㈮

※対象者には個別通知します。健診日の1週間前までに通知が届
かない場合は、ご連絡ください。なるべく住所地区のセンターで
受診してください。年間日程・対象者については市ホームページ
をご覧ください。

相談・講習会
行事名

場

所

日

程

受付時間

対

象

総合
福祉センター

2月17日㈪

13：20 〜13：40

いんのしま
子育て支援センター

2月27日㈭

9：30 〜10：30

瀬戸田福祉
保健センター

3月 5 日㈭

9：10 〜 9 ：30

総合
福祉センター

3月 9 日㈪

9：40 〜10：00
（11：40まで）

因島総合福祉
保健センター

2月26日㈬

13：00〜13：20 乳児の家族 ※託児あり。
10人
（15：30まで）

母乳相談
（要予約）

総合
福祉センター

2月18日㈫
25日㈫
3月 3 日㈫
10日㈫

パパ☆ママ
準備スクール
（要予約）

総合
福祉センター

3月 8 日㈰

乳児健康相談

離乳食講習会
（要予約）

プレパパ☆ママの
ハンドマッサージ講座
総合
（要予約）
福祉センター
母子健康手帳
の交付（要予約）
広報おのみち・令和 2 年 2月

2月23日㈷

13：30〜

9：30 〜9：45
（12：00まで）
①13：30〜
②14：30〜

0〜7カ月の児
概ね1歳までの児
※母乳相談は1歳6カ月まで。
乳児の家族 ※託児あり。
18人程度

備

考

身体計測、育児・栄養相談
ふれあい遊び、母乳相談（因島・
瀬戸田のみ）
母子健康手帳
バスタオル、フェイスタオル（母乳
相談希望者のみ）
調理実習・栄養相談、離乳食の進め方
母子健康手帳、筆記用具、エプロン
マスク、三角巾、お手拭タオル

市内在住の妊婦か、出産後
概ね1年6カ月までの人
5人
※相談利用は1人2回まで。

母乳や卒乳の相談、2〜3人ずつ
一緒に授乳アドバイス
母子健康手帳、タオル2〜3枚
ミルクや哺乳びんなど赤ちゃんに
必要なもの

市内在住の妊婦、夫、
その家族
30人

出産の経過、呼吸法、乳房手入れ、
沐浴実習、妊婦体験等
母子健康手帳、筆記用具

妊娠中の夫婦（パートナー）
各回5組

母子健康手帳、バスタオル1枚、
フェイスタオル2枚

9：00 〜12：00 母子健康手帳交付対象者

妊娠届出書、本人確認できるもの

おのみち

子育て支援センター

人権文化センター2階
月～金曜9：00～16：00
（祝日、年末年始を除く）

タッチケア
赤ちゃんに触れながら絆を深めよう
3月3日（火）
10：00〜11：30

いんのしま

子育て支援センター

歌って遊んで大きくなあれ
3月3日（火）
10：30〜11：00

未就園児と保護者
※誕生児は手形と写真をプレゼ
ント。

概ね2〜6カ月の子と保護者
15組
講師 沖村暁美さん
2／25（火）
13：30〜

芸予文化情報センター3階
月～金曜9：00～16：00
（祝日、年末年始を除く）

栄養相談
栄養士さんにきいてみよう
3月4日（水）
10：00〜11：30

思い出制作
手型プレートをつくろう
3月11日（水）
10：00〜11：30

ベビーヨーガと子育て相談
3月6日（金）
10：00〜11：30

みかんちゃんとリトミック
3月18日（水）
10：30〜11：00

ミュージックケア
とんかちうんぱっぱ
3月18日（水）
10：00〜11：30

向島deあそぼう
友達と交流しながら親子であそぼう
3月19日（木）
10：00〜11：30

にこにこタッチケア
3月19日（木）
10：30〜11：00

フクローさんの腹話術
3月26日（木）
10：00〜11：00

リフレッシュ体操
わっはっは
3月2日（月）
10：00〜11：30

東尾道

心を育むおもちゃの紹介
3月2日（㈪）
10：00〜11：00

☎0848-37-2409

未就学児の保護者
（毎月実施）
食事（離乳食・授乳含む）の
相談や情報交換

歩き始め〜未就園児と保護者
講師 児童家庭支援センター
まごころ職員
15組
3／11
（水）
13：30〜

子育て支援センター
「はっぴぃ」

旧東生口幼稚園
月・火・水・金・第3土曜9：00～16：00
（第 3 土曜前日の金曜、祝日、年末年始を除く）

☎0845-28-1345

未就学児と保護者 10組程度
講師 宮本孝子さん（認定音楽
療法士）
2／15（土）〜

子育て支援センター
「はぐ」
☎0848-45-1305

未就学児の保護者、妊婦
20人程度
2／28（金）〜

ベイタウン尾道組合会館内
月～金曜9：00～16：00
（祝日、年末年始を除く）

0歳〜未就園児の子と保護者
発達に合わせたおもちゃの選
び方・遊び方
10組
講師 福岡恵子さん
2／21
（金）
13：30〜

井戸端会議「わいわい」
3月18日（水）
10：00〜11：30

人生がトキメク★心の整理
3月9日（月）
10：00〜11：00

プレママ＆ベビー交流会
3月16日（月）
10：00〜12：00

親子ふれあい体操
3月10日（火）
10：00〜11：00

みつぎ

春のみんなのコンサート
3月13日（金）
10：30〜11：30

未就学児の保護者
5人程度
コーディネーター 韓 彩路さん
（臨床心理士）
2／15（土）〜

未就学児と保護者
10組
講師 嶋田萌菜さん
2／25（火）〜

ちくちく手縫いで
お弁当袋を作ろう！
3月24日（火）
10：00〜12：00
未就学児の保護者、妊婦
10人
講師 阿部恵美さん
3／6（金）〜

☎0848-47-5585

未就学児と保護者
6組
講師 山中見友さん
3／2（月）
13：30〜

子育て支援センター
「みっけ」

市内在住の妊婦
10人
講師 吉廣朱美さん（助産師）
バスタオル、タオル、母子健康
手帳、動きやすい服装
2／25（火）〜3／13（金）

御調文化会館1階
月・火・水・金曜9：00～16：00
（祝日、年末年始を除く）

未就学児と保護者
15組程度
出 演 H E A R S 、リコーダーグ
ループ他
2／25（火）〜

親子deアート 大きくなったね
3月17日（火）
10：00〜11：30

ベビーマッサージ「ハハコ」
3月27日（金）
10：00〜11：30

☎0848-76-0888

未就学児と保護者
子どもの体の形で作品作り
講師 段上有紀さん
（子どもアー
ト療法士）
10組程度
2／25（火）〜

2カ月〜ハイハイ期の子と
保護者
8組程度
講師 前有里恵さん（保育士）
3／2（月）〜

芸術・文化

わいわい子育てトーク
子どもを預かる預けるって？
ファミサポ登録会
3月17日（火）
10：00〜12：00

未就学児と保護者
10組程度
講師 上田里恵さん
2／15（土）〜

スポーツ

旧向東支所内
火・水・金・第3土曜9：00～16：00
（第 3 土曜前日の金曜、祝日、年末年始を除く）

子育て支援センター

未就学児と保護者
20組
講師 佐藤国広さん
3／12（木）〜

子育て

向島

ハイハイまでの子と保護者
10組
手・足型作り、ハイハイレース
3／5（木）〜

未就学児と保護者
講師 村上清美さん
（リトミック
研究センター認定講師）

健康・福祉

リトミック
リズムに合わせてあそぼう
3月16日（月）
10：00〜11：30

市民センターむかいしま
未就学児と保護者

妊婦、歩く前の子と保護者
15組
講師 吉葊朱美さん（助産師）
2／21
（金）〜

くらしの窓

生口島

概ね2歳〜未就園児と保護者
15組
3／4（水）
13：30〜

☎0845-22-1545

情報アラカルト

ひとり親家庭のための
弁護士巡回相談会と個別相談会

相
談

離婚に関する手続きや養育費、親権、財産分与、年金分割など、ひとり親家庭の
さまざまな相談に応じます。
2月25日㈫ 13：00〜15：15
市民センターむかいしま
ひとり親家庭の母、父、寡婦、離婚を考えている人
①弁護士による法律相談 ②養育費専門相談員による相談
各3人（1人 45分間）※要予約。
電話かFAX、HPで
広島県ひとり親家庭等就業・自立支援センター（☎ 082-227-2377）

▲ 広島県ひとり親家庭等
福祉連合会HP

広報おのみち・令和 2 年 2月
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スポーツ
びんご運動公園

各種教室受講者募集

□令和2年度第1期フィットネス教室

4月初旬〜6月下旬
幼児〜大人（各教室による）
ヨガ、サーキット系、キッズ系などのフィットネス教室を幅広く開催します。
※料金は各教室により異なります。詳しくはお問い合わせください。

□健康づくり運動教室

◆ バランスコンディショニング
■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

金曜 9：45〜10：30
バランスボールを使用して体を支える筋肉を強化し
整えます（転倒予防）。
18歳以上
1回710円

【共通事項】
室内シューズ、運動ができる服装
健康スポーツセンター受付で
県立びんご運動公園（☎0848 - 48 -5446）

行事案内

◆ ヨガ

水曜 19：00〜20：00
金曜 19：30〜20：30
ゆったりとした動きで姿勢を整え、心身をリラックス
させます。
18歳以上
1回920円

※行事案内は予定のため、変更・中止されることがあります。

2月16日㈰ 第20回ちゅピCOMおのみち杯ママさんバレーボール大会 び

3月1日㈰ 松永地区対抗9人制バレーボール大会

び

第23回尾三地区一般クラブチーム選手権大会（バスケットボール） び

社交ダンス交流会

び

中国シニアサッカー大会（2日目）

松永地区対抗グラウンドゴルフ大会

び

び

2020第49回春季大会中国支部予選（2／22・29） び

第53回中国五県軟式野球大会（1部・2部）尾道地区予選会（3／15） び

広島県高等学校ジュニア強化練習会（ソフトテニス）
（2日目） び

第36回福山市議会議長杯シングルス大会（テニス）
（1日目） び

尾三地区バレーボールリーグ戦 男子の部 長
向

第53回中国五県軟式野球大会（1部・2部） 長
尾道地区予選会
（3／8・15）

び

第36回福山市議会議長杯シングルス大会（テニス） 長

第40回向島駅伝大会
18日㈫ 尾道会長杯グラウンドゴルフ交流大会

サッカーオレンジカップ

向

平成31年度尾三地区高等学校剣道選手権大会 び

3日㈫ 尾道グラウンド・ゴルフ節分大会

び

しまなみ杯U-11CUP（サッカー）

4日㈬ 尾道年金受給者同好会第15回大会（グラウンド・ゴルフ） び

22日㈯ 新日本スポーツ連盟広島卓球協議会男女別ダブルス び

び

ダンロップ中国ジュニア強化合宿（〜2／23） び
23日㈷ 第29回ライオンズカップ尾道地区小学生バレーボール大会 び

第36回尾道市子ども会駅伝大会

び

7日㈯ 県学年別大会バドミントン

第33回中学区対抗ソフトテニス交歓大会

び
び

8日㈰ 第14回さくらカップ尾道ライフソフトバレーボール交流会 び

第24回会長杯ビーチボールバレー大会

長

ドラゴンゲート・プロレス尾道大会

び

24日㈪ 尾道高校ラクビー部全国大会壮行試合

び

全広島サッカー選手権大会（3／15）

び

25日㈫ 尾道グラウンドゴルフ土筆大会

び

第36回福山市議会議長杯シングルス大会（テニス（2日目） び

27日㈭ 佛教大学シャトラーズ強化合宿（バドミントン） び

アラ還ピック2019尾道市民ウォークラリー大会 向

29日㈯ 広島TOPアスリート講座中国電力女子卓球部による卓球講座 び

うずしお旗争奪少年野球大会（第1日目）

第50回びんご地域官公庁卓球大会

び

持参物
締切
電子メール
ホームページ

ミニバスケットボール新人大会（5年生以下）
（〜3／1） 長

11日㈬ 尾道グラウンド・ゴルフ立春大会

向
び

12日㈭ 尾道市体育協会第3回グラウンド・ゴルフ交歓大会 向
14日㈯ 高円宮杯U-15プログレスリーグ2019（サッカー） び

（☎ 0848-48-5446）
http://bingo-sportspark.com/
長；長者原スポーツセンター （☎ 0848-48-5677）
向；向島運動公園
（☎ 0848-44-6700）
因；因島運動公園
（☎ 0845-24-3216）
御体；御調体育センター
（☎ 0848-76-2111）
御ソ；御調ソフトボール球場 （☎ 0848-76-2111）
び；県立びんご運動公園
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西日本法曹シングルス大会（テニス）

び

広島県HiFAユースサッカーリーグ

向

15日㈰ 第21回サバイバルビーチボールバレー大会 び

広島県合気道連盟合気道演武大会

び

春のびんごジュニアテニスまつり

び

高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会予選

向

芸術・文化
図書館の催し

音楽のまちづくり
ギャラリーコンサート
春間近！歌、唄ライブ！

スポーツ

2月21日㈮ 19：00 〜

子育て

しまなみ交流館

曲目 音戸の舟歌、蘇州夜曲、パプリカ  ほか
しまなみ交流館（☎0848 -25 - 4073）

芸術・文化
情報アラカルト

相
談

■因島図書館（☎0845 -22- 8660）
● 島の映画館 因島座
2月15日㈯・22日㈯ 10：30〜
●アニメ上映会
2月16日㈰・23日㈷ 10：30〜
● 村上哲朗写真展「一期一会そのとき」
開催中〜2月29日㈯
● 第13回平山郁夫美術館賞
絵画コンクール受賞作品展
3月6日㈮〜20日㈷
●スマホ体験教室「初めて体験編」
3月10日㈫ 10：30〜12：00
15人  ※要申込。
● 朗読フェスタ
3月14日㈯ 13：30〜15：30
「生きる」がテーマの文学作品の朗
読とオカリナ演奏
150人
出演 なぎさ会ほか

尾道出身の劇作家で、優れた少年
少女時代小説を雑誌「少年倶楽部」
に発表した高垣眸の書籍や遺品等ゆ
■向島子ども図書館（☎0848 - 44- 0114） かりの品を展示します。代表作に「快
●しの笛コンサート
傑黒頭巾」「龍神丸」「まぼろし城」
などがあります。
2月16日㈰ 14：00〜14：30
2月14日㈮〜3月30日㈪
幼児以上
曲目 「アンパンマンのマーチ」
「早春賦」
10：00〜16：00（入館は15：30まで）
「うれしいひなまつり」ほか
文学記念室
一般 310円、中学生以下無料
35人
出演 尾道しの笛会「野菊」
文化振興課
● 特別展 大人のための朗読会10周年
（ 0848 -20 -7425）
文学記念室（ 0848 -22- 4102）
開催中〜2月28日㈮
しまなみ朗読会「わすれな草」によ
る大人のための朗読会10年の軌跡
をたどる特別展

健康・福祉

■みつぎ子ども図書館（☎0848-76-3111）
● 御調の風景写真展Ⅱ
開催中〜2月16日㈰
御調町内在住のアマチュアカメラ
マン・横光隆吉さんの写真展
● いのちを守る「こころの健康ポス
ター」優秀作品展
2月18日㈫〜3月6日㈮

高垣眸特別展示

くらしの窓

■中央図書館（☎︎0848 -37- 4946）
■特別整理のため休館します。
期間 2月23日㈷〜3月2日㈪
● 上映会「火曜名画座」
3月10日㈫ 18：00〜
約80人
● おはなし・えいが会
2月22日㈯、3月14日㈯
10：30〜11：30
幼児〜小学3 年生
各30人
● 本と音楽〜物語とピアノの世界〜
3月8日㈰ 14：00〜15：00
出演 安保美希さん（ピアノ）
、
中司弘子さん（朗読）
● ぬいぐるみおとまり会（第6回）
3月22日㈰〜29日㈰
3〜6歳  ※初めての人優先。
4人
2月16日㈰から窓口で

■瀬戸田図書館（☎0845 -27-1877）
● 雛の手しごと展
2月22日㈯〜3月15日㈰
瀬戸田公民館の自主サークル・吊
り飾り教室による布細工の展示

倉田美和（ボーカル）

倉田香織（エレクトーン）
※敬称略。

広報おのみち・令和 2 年 2月
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第4回尾道映画祭（2020）
■ 2 月28日㈮ しまなみ交流館

『海辺の映画館 ― キネマの玉手箱』
ゲスト 大林宣彦監督ほか多数のゲストが登壇予定

シネマ尾道

●SHINPA in 尾道映画祭
ゲスト 二宮健監督、ふくだももこ監督 ほか

■ 2 月29日㈯
■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
持参物
締切
電子メール
ホームページ
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シネマ尾道

●9：00〜 尾道東高等学校放送部
作品上映＆学生トーク
●作品上映＆トーク
『チワワちゃん』 ゲスト  二宮健監督、吉田志織さん
『タロウのバカ』 ゲスト 大森立嗣監督
●SHINPA in 尾道映画祭
ゲスト 二宮健監督、ふくだももこ監督 ほか（予定）

■ 3月1 日㈰

渡辺あやさん

シネマ尾道

●9：00〜 こども映画制作ワークショップ2020お披露目上映
●作品上映＆トーク
『ある船頭の話』 ゲスト オダギリジョー監督
『宮本から君へ』 ゲスト 新井英樹さん（漫画家）
ヴィヴィアン佐藤さん
（映画評論家・尾道観光大志）
『ワンダーウォール』 ゲスト  渡辺あやさん

しまなみ交流館

オダギリジョー監督

11：30〜 特別企画  大林宣彦監督特集  尾道三部作上映
『さびしんぼう』
『時をかける少女』
『転校生』 ※プログラムの日程が変わる可能性があります。
尾道映画祭2020実行委員会（シネマ尾道内 0848 -24 - 8222）
https://o-ff.org/

●関連イベント

尾道市×シネマ尾道コラボ企画2019

3月1日㈰

Vol.3「映画の街・尾道の歴史と文化を歩く」

開催時間 15：30〜17：30 集合場所 JR尾道駅北口
30人程度
豊田雅子さん（NPO法人尾道空き家再生プロジェクト代表）のナビゲートで、
尾道で撮影された映画に縁のある場所のほか、再生された空き家や店舗を巡り、
尾道の歴史や“これから”に出会います。
※コースには坂道や階段があります。歩きやすい服装でお越しください。

Vol.4「トークイベント〜尾道、街と文化、そのみらい〜」

佐野史郎さん

開催時間 18：00〜19：30
おのみち映画資料館 「尾道」
「街」
「文化」など、多彩な話題について語ります。
80人程度
500円（おのみち映画資料館入館料）
  ※中学生以下無料。
【共通事項】
ゲスト 佐野史郎さん（俳優）
シネマ尾道窓口かメールで
cinema-onomichi@water.ocn.ne.jp

※メールの件名にはイベントタイトル（「街歩き」か「トークイベント」
）
、本文には「名前（カタカナ）
、人数（複数可）
、電話番号」を記入。

シネマ尾道（ 0848 -24 - 8222）
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第34回日本フルートフェス
ティバル in おのみち
2月24日㈪ 14：00〜
しまなみ交流館
2,000円（前売1,500円）
びんごフルートアンサンブル
（ 0848 -25 - 4022）

第12回尾道文学談話会
昔話「犬の足」の伝承世界
3月2日㈪ 18：30〜20：00
尾道市立大学サテライトスタジオ
講師 藤井佐美（尾道市立大学日本
文学科教授）
尾道市立大学地域総合センター
（ 0848 -22 - 8311㈹）

●世羅会場
2月23日㈷ 13：00〜
せらにしタウンセンター
和太鼓／邦楽／日本舞踊／新舞踊／大正琴
●大崎上島会場
3月1日㈰ 13：00〜
大崎上島文化センター
民謡民舞／芸能／銭太鼓／吟詠剣詩舞／洋舞
●尾道会場
3月8日㈰ 12：30〜

しまなみ交流館

合唱／洋楽

健康・福祉

3月15日㈰ 14：00〜
しまなみ交流館
ダンス講座の半年間の成果発表
※ゲストのパフォーマンスあり。
しまなみ交流館
（ 0848 -25 - 4073）

尾三地区（尾道、三原、竹原、
世羅、大崎上島）文化協会に所属
する団体が、けんみん文化祭ひろ
しま＇20 への出場を目指し、練習
の成果を披露する華やかな舞台
です。

くらしの窓

尾道ダンス講座発表会
ダンスパフォーマンスライブ
＠しまなみリトルダンサーズ

第30回けんみん文化祭
尾三地区フェスティバル

けんみん文化祭尾三地区実行委員会事務局
（三原市教育委員会文化課内 0848 - 64 - 9234）

■第9回写真のまち尾道四季展

■常設展Ⅲ「圓鍔勝三のコレクション展」

■世界遺産 敦煌とシルクロード

9：00〜17：00（入館は16：30まで）
月曜休館（祝日は開館）

9：00〜17：00（入館は16：30まで）
月曜休館（祝日は翌日）

9：00〜17：00（入館は16：30まで）
無休

2月22日㈯〜3月8日㈰

☎0848-76-2888

■uni3 —第3回尾道市立大学油画コース
卒業生による作品展 —

油画コース卒業生・修了生有志によるグループ展。2014年の
企画立ち上げから、今回で3回目となります。制作中に行う作家
同士のディスカッションに重きを置いて、展覧会をつくります。

（潮見町）

■冬季企画展

9：00〜17：30（入館は17：00まで）
月曜休館（祝日は翌日）、2/17〜2/21

9：00〜17：00（入館は16：30まで）
無休

2月22日㈯〜6月7日㈰
一般800円、中学・高校・大学生300円
（市内学生無料）

☎0848-20-1218

宝船版画

開催中〜3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）

情報アラカルト

☎0848-20-7831

耕三寺博物館（瀬戸田町瀬戸田）

■コレクションプラス『植物と絵画』

3月2日㈪〜4月5日㈰

10：00〜18：00
水・木曜休館（祝日は開館）

☎0845-27-3800

☎0845-27-0800

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）

開催中〜2月26日㈬
10：00〜18：00
木曜休館（祝日は開館）

☎0848-20-0400

■保田コレクション

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）

大人310円、中学生以下無料

☎0845-24-3715

郷土玩具展

開催中〜3月8日㈰
一般210円、共通520円（映画資料館も
観覧可）
、中学生以下無料

談

古写真・絵葉書・航空写真など多数の資料から、近現
代の尾道港の姿や、港と暮らす人々の様子を辿ります。

■呉 清源先生ゆかりの碁盤展示中

相

■第37回企画展示 尾道港開港850年
〜みなと尾道ビジュアル・アーカイブ〜

☎0848-37-6555

広報おのみち・令和 2 年 2月

芸術・文化

尾道市立大学美術館（久保三丁目） なかた美術館

開催中〜4月15日㈬
一般920円、高校・大学生410円、
小・中学生210円（市内小・中学生無料）

スポーツ

☎0848-23-2281

開催中〜3月31日㈫
大人420円、高校生310円、中学生以下
と70歳以上（要年齢確認）は無料

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）
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尾道と中国を繋ぐもの
■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
持参物
締切
電子メール
ホームページ
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瀬 戸田町の平山郁夫 美 術 館で
とん こう
4月15日まで「世界遺産 敦 煌 とシ
ルクロード」展を開催中です。瀬戸
田町生まれの平山郁夫画伯（1930
〜2009）と深いつながりのある中
国・敦煌の世界文化遺産に触れる
ことのできる貴重な機会です。
展示で注目されるのは、スーパー
クローン文化財で、シルクロードを
ばっこうくつ
代表する仏教遺跡「敦煌莫高窟」の
中でも最もよく知られる第57窟を、
原寸大で忠実に再現されています。
平山画伯がかつて学長を務めた
東京藝術大学が、最新のデジタル
3D技術と伝統的な日本画の技術を
融合し、7世紀の石窟を現代に蘇ら
せました。

取材協力：平山郁夫美術館
（☎ 0845 -27- 3800）

留学生の声
鄭西吟（てい せいぎん）さん

敦煌莫高窟は中国北西部に位置し、1987年に
は世界文化遺産に登録されました。

私は中国四川省大竹県の出身で、

2016年から広島大学に留学していま
す。もともと美 術 や文化 交 流に興 味

があり、昨 年11月末まで、平山 郁夫
美術館でインターンシップしていまし

た。平山先 生が 敦 煌・莫 高窟に大き
な貢献をされたことをすでに中国で
現 地では非公開の壁画を間近で見れるとあっ
て、大勢の人が訪れています。

知っていたので、勤務できてとてもう
れしかったです。

インターンシップの2カ月の間に、

地元の人々と交 流が できて、尾 道 弁

を教えてもらったり、瀬戸田のおいし
いものを食べさせていただいたりし
て、毎日楽しかったです。

地元の人々以外の日本全国、さらに

海外からの観光客も敦煌展を見に来

られています。この展 覧 会のおかげ
で、私は母国の文化を日本の方々に伝

えることができて、また平山先生の日
中友 好・敦 煌保護への貢 献、自分が

理解した日本の文化を母国の来館者
第57窟で描かれている「普賢菩薩像」は、東洋のビーナスと称され特に有名。

広島大学も今回映像制作などで
協力。当美術館とは連携協力協定
を結んでいて、留学生のインターン
シップ斡旋など、地域の活性化、国
際文化交流の促進、人材の育成を
行っています。
画業を通して文化を守り、交流
を育んだ平山画伯。平山郁夫美術

広報おのみち・令和 2 年 2月

館では、中国からの留学生のインター
ンシップを受け入れるなど、画伯の意
志を受け継いだ取り組みを進めていま
す。海外からお客様も多く、文化交流
を通じた国際理解を図る場としての役
割も担っています。ぜひこの機会に、私
たちとは異なる歴史に触れてみてくだ
さい。

に伝えることも出来ました。平山先生
は絵 画を描くことによって文化 交 流
に尽力されていました。私も自分の語
学力などを活用して、先生のように日
中の文化交 流に力を尽くしたいと思
います。

美術館では、
中国の民 族
衣 装を実 際
に 着 る こと
ができます。

情報アラカルト
お知らせ
購入引換券をお持ちの人は
プレミアム付商品券の購入・
使用を忘れずに
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談

広報おのみち・令和 2 年 2月

相

人形劇の魅力や楽しさについて話
を聞いたり、身近な材料で人形を作っ
たりして遊びます。
2月22日㈯ 13：30〜15：30
尾道市市民会館
講師 鶴巻靖子さん（人形劇団クラルテ）
500円（小学3年生以下半額）※要申込。
※幼児・小学校低学年は保護者同伴。
尾道子ども劇場
（ ・ 0848 -22- 8093）

情報アラカルト

人形劇のお話と
ワークショップ

芸術・文化

家畜伝染病予防法により、毎年、
飼育状況の報告が必要です。
対象動物 牛、水牛、鹿、馬、羊、山羊、
豚、いのしし、鶏、あひる、あいがも、
うずら、
きじ、だちょう、ほろほろ鳥、
パネル展
七面鳥。
「STOP！自画撮り！」
詳しくは、県ホームページ「飼養衛
SNSやコミュニティサイトで自分の
生管理基準」で検索か、お問い合わ
画像送信を要求される「自画撮り」被
せください。
害防止についての、中・高生向け啓発
広島県東部畜産事務所防疫課
展示です。マンガを通して、犯人の手
（ 084 921 1866（直通）
）
口の一例や相談窓口についても紹介
します。
（資料提供：警察庁）
3月10日㈫〜4月24日㈮
8：30〜17：15（日・祝日を除く）
※土曜の時間はお問い合わせください。
人権文化センター
人権男女共同参画課
（ 0848 -37-2631）

スポーツ

対象動物の飼育には報告を

新卒予定者・既卒者・一般求職者
（パート含む）
個別ブースでの会社説明、優良認
定企業による企業PR（プレゼン）
、
情報コーナー・相談コーナー
※詳しくは、協議会ホームページをご
覧ください。
尾道市ふる里就職促進協議会
（商工課内 0848 -38 - 9183）

子育て

固定資産税評価額の評価替え等に
伴い、4月から市の道路占用料と河川
占用料を改正します。詳細は、３月以
降にホームページでお知らせします。
用地課（ 0848 -38 - 9252）

縦覧内容 都市計画駐車場（市営久
保駐車場）の変更案（区域変更等）
縦覧期間 2月17日㈪〜3月3日㈫
8：30〜17：15 ※土・日・祝日を除く。
縦覧場所 まちづくり推進課
毎年恒例のしまなみ海道を徒歩や
意見書の提出 縦覧期間中に意見書
自転車で、好きな時間で回るスタンプ
（住所、名前、連絡先、意見）を持参
ラリーです。
か郵送で
3月14日㈯〜15日㈰
まちづくり推進課
7：00〜17：00 ※原則、雨天決行。
（ 0848 -38 - 9223）
しまなみ海道沿線（尾道〜今治）
※参加受付はONOMICHI U2か
催し
サンライズ糸山で。
スマートフォンアプリ「しまなみ海道」を
ダウンロードして参加（今回からスタン
令和元年度よもそろガールズ
プ台紙は廃止。完走記念品は１人１点。
）
向島活動発表会
本州四国連絡高速道路㈱しまなみ
向島を元気にするために活動して
尾道管理センター
いる市民グループ「よもそろガールズ
（ 0848 - 44 -3700㈹）
向島」が、1年を振り返る活動発表会
当日は、多くの自転車が走行することが見込
を開催します。
まれます。車両の運転や通行にご注意ください。
3月8日㈰ 10：30〜12：00
「日本遺産のまち尾道」で働く
市民センターむかいしま
尾道地域企業合同説明会
※駐車場に限りがあります。
40人
300円
2月28日㈮
3月13日㈮ 13：30〜16：30
向島支所しまおこし課
県立びんご運動公園
（ 0848 - 44 - 0112）
※尾道駅発着の臨時路線バスあり
（要運賃）
。

健康・福祉

道路占用料と河川占用料が
変わります

しまなみ縦走2020
開催決定！

くらしの窓

25％もお得なプレ
ミアム付商品券の購
入・使用期限が迫っ
ています。お早目に
ご利用ください。
購入期限 2月29日㈯
使用期限 3月31日㈫
※加盟店ステッカーのある約650店
で使えます。
※使い残した商品券は返金できませ
ん。ご注意ください。
プレミアム付商品券コールセンター
（ 0120 - 085 -137）
https://premium-gift.jp/onomichi/

備後圏都市計画駐車場の
変更案の縦覧

etc…

教室・講座

おもてなし研修会
観光客をトリコにさせる接客とは

■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

観光客を温かく迎え
入れるための、心地よく
なるコミュニケーションの
取り方について学びます。
2月28日㈮
19：00〜20：30
谷益美さん
尾道市役所
40人
講師 谷益美さん（Office123代表）
電話、FAXかメールで
2月21日㈮
観光課（ 0848 - 38 - 9184／
0848 -37-2377）
kanko@city.onomichi.hiroshima.jp

知っていますか？防災
3月6日㈮ 13：30〜15：00
公立みつぎ総合病院
災害に備え、日頃からしておくこと、
必要なことなど、広島市安佐北区の
事例をふまえての講習
講師 小松宏さん（広島県自主防災
アドバイザー、防災士）
筆記用具
北部地域包括支援センター
（ 0848 -76 -2495）

午前の部 10：00〜12：00
シルバー講習会
午後の部 13：00〜15：00
■第2･4火曜
各部全20回（4月14日〜翌年3月23日） ■寄せ植え教室
3月12日㈭・13日㈮のどちらか1日
午前の部 10：00〜12：00
13：30〜15：30
午後の部 13：00〜15：00
尾道市生きがい活動推進センター
上期・下期各10,000円（資料代）
市内在住の60歳以上の女性
※各期開講日前納。
各30人
各コース18人（抽選）
1,000円  ※シルバー会員は無料。
講師 NPO法人シニアネット尾道会
希望日を連絡
往復はがきでの往信欄に「希望コース
（○曜・○の部）
、住所、名前、年齢、電 ■剪定講習会
3月23日㈪〜26日㈭（全4日間）
話番号」、返信欄に「申込者の宛名」を
9：00〜16：00
記入のうえ郵送
市内の緑地（予定地：向東町）
3月6日㈮（必着）
市内在住の60歳以上の人
〒722- 8510  向島町5531-1
15人
1,580円（傷害保険料）
中央公民館（ 0848 38 1243）
3月12日㈭
【共通事項】
シルバー人材センター
（ 0848 -20 -7700）

尾道市立大学コンピュータ公開講座
「EXCELを用いたデータ分析実践」

3月14日㈯ 13：00〜15：00
尾道市立大学
20人
ある程度パソコンを操作できる人
Excelを用いて、記述統計の算出、単
回帰分析と重回帰分析を行い、分析
結果とその解釈について講義を行い
ます。
楽しく役に立つパソコン講座
講師 金田陸幸（尾道市立大学経済情
〜パソコンで脳を元気にしませんか〜
報学部講師）
メールで   ※詳しくは尾道市立大学
市内に在住か通勤・通学している人
ホームページをご覧ください。
で、パソコンで文字入力できる人
3月8日㈰
向島公民館
尾道市立大学情報処理研究センター
Excel基本操作、
Wordでの文書作成
（
0848 -22 - 8311㈹）
等、
インターネット検索方法等
k-kouza@onomichi-u.ac.jp
■第2･4月曜
https://www.onomichi-u.ac.jp
各部全20回（4月13日〜翌年3月22日）

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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さすが会
男性の料理教室
男性のみの料理教室で、食の自立を
目指しませんか？
3月18日㈬ 10：00〜13：00
御調保健福祉センター
概ね65歳以上の男性
概ね20人程度
500円程度（予定）
米1合、エプロン、三角巾、手拭きタオル
3月12日㈭
北部地域包括支援センター
（ 0848 -76 -2495）

etc…

（

募集

0848 -76 -2495）

災害発生時に自力での避難
が困難な人は登録を

災害時に自力で避難することが難し
い人が避難行動要支援者名簿に登録す
ると、市から関係団体（自主防災組織、

観光ガイド養成ウォーキング
ツアー参加者募集

不動産公売

カンボジアでの地雷被害を一刻も
早く無くすため、書き損じハガキ等を
集めて換金し、地雷撤去団体への寄
付を行っています。ハガキ3 枚で1㎡
の地雷原の撤去費用に変わります。回
収のご協力をお願いします。
対象品 書き損じ・未使用のハガキ、
未 使 用の切 手・テレホンカード、
QUOカード、図書カードなど
3月31日㈫
送付先 〒814 - 0002 福岡市早良区
西新1- 7-10 - 702（一財）カンボジ
ア地雷撤去キャンペーン事務局
（ 092 - 833 -7575）

スポーツ

今治市へ行こう！ 姉 妹 都 市

子育て

尾道市が差押えた不動産を農地と
して公売します。

地雷撤去のためハガキ等を
集めています

健康・福祉

宮窪の漁師市

毎月第1日曜日（1月を除く）に開催している
朝市。獲れたての鮮魚や漁師手作りの天ぷら・
炊き込みご飯のほか、地元産の新鮮野菜も販売
しています。
3月1日㈰ 9：00〜 ※売切れ次第終了。
宮窪漁港特設会場（今治市宮窪町2822-11）
宮窪町漁業協同組合（ 0897- 86 -2008）

芸術・文化
情報アラカルト

①尾道の縄文時代を学ぶ史跡巡りコース
（東尾道：約 4 km）
2月28日㈮ 9：00〜12：00
集合場所 JR東尾道駅南口
②陣幕久五郎に触れるお寺巡りコース
（尾道：約 5km）
3月6日㈮ 9：00〜12：00
集合場所 JR尾道駅南口
③古きよき町並み＆芸術を体験できる
瀬戸田巡りコース（瀬戸田：約 4 km）
3月13日㈮ 9：00〜12：00
集合場所 瀬戸田市民会館
【共通事項】
各回15人程度
各300円（保険料等）
※③は別途拝観料が必要。
電話かFAXで
開催日の一週間前
（一社）尾道観光協会
（ 0848- 36- 5495
0848- 22- 2201）

各担当部署宛て
※募集案内等の配布は農林水産課や
農業委員会事務局、各支所、農業委
員会出張所で。市ホームページから
もダウンロードできます。
3月10日㈫ 必着

公売物件 瀬戸田町高根字原479番1
公売場所 瀬戸田支所
公売日時 5月13日㈬ 10：30〜11：00
参加条件 3月末までに農業委員会
へ農地法第３条による買受適格証
明の申請をしていること。
※詳しくは市ホームページをご覧くだ
さい。
【公売】収納課
（ 0848- 37- 2600）
【買受適格証明】農業委員会事務局
（ 0848- 38- 9491）

くらしの窓

自治会・町内会、民生委員、消防・警察
農業委員・農地利用最適化
等）に名簿を提供することが可能とな
推進委員を募集します
り、災害時の避難支援に役立てること
ができます。ぜひ登録をお願いします。
任期満了に伴い、各委員を募集し
対象
ます。
①75歳以上の一人暮らしか高齢者の ■農業委員
み世帯の人
募集人数 19人
②次のいずれかに該当する人（一人暮ら 任期 7月20日㈪ から3 年間
しか①②で構成される世帯に限る）
農林水産課
◆介護保険の要介護 3 以上
（ 0848 -38 - 9473）
◆身体障害者手帳1・2 級
■農地利用最適化推進委員
◆療育手帳Ⓐ・A
募集人数 18人
◆精神障害者保健福祉手帳1級
任期 7月下旬から約3 年間
◆その他、登録を希望し必要と認められ
農業委員会事務局
た人
（ 0848 -38 - 9491）
専用の申請書で ※随時受付。
【共通事項】
総務課（ 0848 38 9216）
応募期間 2月10日㈪〜3月10日㈫
高齢者福祉課（ 0848- 38- 9137）
申込書を持参か郵送で
社会福祉課（ 0848- 38- 9124）
〒722- 8501 久保一丁目15番1号

相
談

広報おのみち・令和 2 年 2月
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通学している人 ③市に対する納税義
務を有する人・団体 ④策定案に利害
関係を有する人・団体 等
提出方法 持参か郵送、FAX、メールで
地方創生の取 組の方向性を示す ※意見書の書式は自由（住所・名前の
「第 2 期尾道市まち・ひと・しごと創
記載は必須）
。参考書式は市ホーム
生総合戦略」を策定します。
ページからダウンロード可。
公表期間・意見募集期間
公表場所 市ホームページ、市役所
2月14日㈮〜3月9日㈪
１階ロビー、政策企画課、各支所
意見提出できる人（次のいずれかに該当）
〒722- 8501  久保一丁目15 -1
①市内に住所・所在地を有する人・団
政策企画課（ 0848 -38 -9452・
体 ②市内の事業所・学校等に通勤・
0848 -37-2740）

パブリックコメント募集
第2期尾道市まち・ひと・
しごと創生総合戦略（案）

受付期間 2月19日㈬〜21日㈮
抽 選 日 3月 5日㈭
住宅名（所在地）

三美園No.1

三美園No.2

（美ノ郷町三成）

幸が丘No.1
（栗原町）

幸が丘No.2
（栗原町）

栗原向ヶ峠No.1
（栗原町）
（高須町）

岩井堂

（御調町市）

岩井堂

（御調町市）

土井ノ内

（御調町市）

天女が浜No.1
（向東町）

単身
可能

家

住宅名（所在地）

賃

1

2DK

○

8,300円 〜 15,000円

1

2DK

○

8,500円 〜 15,300円

1

3DK

○

9,900円 〜 17,800円

1

3DK

○

10,100円 〜 18,400円

1

3DK

× 19,700円 〜 38,700円

1

2DK

○

20,100円 〜 39,600円

3

2LDK

○

21,100円 〜 41,500円

1

3LDK

○

27,300円 〜 53,500円

1

3DK

○

16,700円 〜 32,900円

2

3DK

○

17,400円 〜 34,100円

1

3DK

× 14,300円 〜 28,100円

向浜B-1

向浜C

（因島三庄町）

林No.2

（瀬戸田町林）

沖側

（沖側町）

新高山No.1

（新高山2丁目）

新高山No.2

（新高山2丁目）

お 知らせ
市営住宅管理センターは1月6日より次の場所へ移転しました。
〒722 - 0014 新浜一丁目14 - 11
0848 -21-1266（電話番号に変更はありません）

持参物
締切
電子メール
ホームページ
広報おのみち・令和 2 年 2月

向浜B-2

（因島三庄町）

足摺

※「岩井堂」
「向浜C」はエレベーター設備あり。
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（因島三庄町）

（因島田熊町）

特定公共
賃貸住宅

中央

（御調町市）

間取り

改 良 住 宅

東新涯No.4

戸数

市営住宅管理センター、まちづくり推進課、各支所で配布している「申込のしおり
（市営住宅入居者募集案内）
」や市ホームページを確認のうえ、申込みください。
※入居資格あり。
市営住宅管理センター（☎0848 -21-1266）

公 営 住 宅

（美ノ郷町三成）

公 営 住 宅

■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

市営住宅入居者募集

kikaku@city.onomichi.
hiroshima.jp

才の奥

（御調町市）

本西

（御調町本）

戸数

間取り

単身
可能

1

3LDK

× 20,400円 〜 40,200円

2

3LDK

× 19,200円 〜 37,800円

1

3LDK

× 28,200円 〜 55,300円

1

3DK

× 15,800円 〜 31,000円

1

2DK

○

2

3DK

× 16,200円 〜 21,400円

1

3DK

○

11,700円 〜 15,400円

1

3DK

○

11,900円 〜 15,700円

1

3LDK

× 44,000円 〜 62,000円

2

3LDK

× 44,000円 〜 62,000円

家

賃

16,600円 〜 32,500円

至三成↑

エディオン
国道184号線

←至三原
尾道警察署 CoCo壱番屋

キッスロード
国道2号線

イズミ 村上記念 農協 にしがき モスバーガー
脳外科
病院
堀田組
メタルウィン

市営住宅
管理センター

旧事務所

尾道水道

至JR尾道駅→
祇園橋
きらら尾道
第６堀田ビル

消防署尾道西分室

やさしさが
つながる

Series
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講師の講義を熱心に聴く参加者

「やっぱり向東が一番ええわ〜」というまちづくり

向東公民館

情報アラカルト

子どもも参加の課題別グループワーク

芸術・文化

現在 5 回目が終了し、毎回、和やかな雰囲気の中で、ま
ちづくりに向けた話し合いが真剣に行われています。3月
15日㈰ 10：00〜、向東公民館で、各グループによる取組
の発表会を予定しています。皆さんもぜひお越しください。

スポーツ

一人ひとりが地域のことを考えられるように

子育て

7 回の通年講座で、毎回約60人が参加しています。第
１回目では、参加する19団体の交流会と公民館長から
「まちづくり講座」の趣旨についての話のほか、参加者か
ら、向東町の強みと弱みを出し合いました。また、この
時、実行委員会を立ち上げ、委員の皆さんにまちづくりの
推進役となってもらいました。

19 の諸団体の中には小学校児童会と中学校生徒会も
あり、毎回 6〜7人の児童・生徒も参加しています。子ども
たちが、既成概念にとらわれない意見を述べたり、堂々と
発表したりする場にもなっています。小学校 6 年生の児童
の発表の中で、
「私は、高齢者の交通手段（免許返納の問
題）のグループに入りましたが、最初は私と関係ない事柄
と思っていました。でも、話し合いを進めるうちに私たち子
どもにとって、とても大 切
な事だとわかりました。」と
いう発表に、参加者全員心
を打たれました。こうした
集まりが、子どもたちの成
長にも繋がっていると感じ
ています。

健康・福祉

強みと弱みを出し合い、
課題解決に向け話し合い

次世代を担う子どもたちの成長にも

くらしの窓

地域の拠点施設である向東公民館は、元気なまち
づくりに貢献するため、地域住民や各種団体と繋が
りながら活動しています。
これまでに、平成29年度に「防災フェア」、平成30
年度には「地域の宝を探せ大作戦」と、多くの住民を
巻き込んだ事業を行ってきました。今年度は、向東町
の良さや課題を地域住民が共有し、住民が主体となっ
て活気に満ちたまちづくりを考えていくことが大切だ
と考え、
「まちづくり講座」をシリーズで行っています。

2 回目からは、講師にコミュニティデザイナーの内海慎一
さんを迎え、１グループに１人の実行委員を中心にグルー
プワークを行っています。
課題を、①買い物の場所がない・遠い、②高齢者の交通
手段（免許返納の問題）、③耕作放棄・空き家対策、④子
どもの遊び場・見守りの人、⑤地域（高齢者）ふれあいの
場、⑥外部へ地域の魅力発信、の６つに絞って話し合いを
すすめ、毎回講座の最後にグループごとに発表し相互理
解を深めています。

向東公民館（ 0848 - 44 -3955）

相
談

広報おのみち・令和 2 年 2月
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写真のまち尾道四季展
第9回 フォトコンテスト
入 賞作品

2月22日㈯～3月8日㈰ 9：00～17：00

（入館は16：30まで）※月曜休館（祝日は開館）
。

尾道市立美術館
写真のまち尾道四季展実行委員会
（観光課内 0848- 38- 9184）

大賞

■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

金賞

夕暮れを練り歩く
北川隆司（総社市）

とんど祭

錦織和子（福山市）

持参物
締切
電子メール
ホームページ

24

※敬称略。

写真のまち尾道四季展 作品展

広報おのみち・令和 2 年 2月

憧れの千光寺へ
那賀

悟（三原市）

銀賞

茜色に染まるサンセットビーチ
大亀福江（尾道市）

銅賞

凪の光景

高原邦宏（尾道市）

家路

藤井全弘（尾道市）

くらしの窓
健康・福祉

春風

奥田憲昭（横浜市）

干柿のある風景

子育て

増野昭美（東広島市）

スポーツ

青春の一歩

柳田愛子（浅口市）

芸術・文化

獅子使い

情報アラカルト

それ、走れ

宮地政夫（尾道市）

新岡康生（竹原市）

相
談

広報おのみち・令和 2 年 2月
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相談
内

容

3
（法律相談全般） 3
弁護士相談［要予約］
※受付は2月17日㈪から。
3
※相談時間は15分。
3
3
司法書士相談
［要予約］
3
（土地・建物の登記ほか）
※相談時間は30分。
3
3
行政相談
（国等に対する意見ほか。行政相談委員が対応） 3

※利用には収入などの条件あり。
※相談日の一週間前の10：00から予約受付。

行政書士無料相談会

（相続・遺言・農地法その他許認可手続き）

空き家バンク「空き家相談会」
※対象地域はお問い合わせください。

東部地域県民相談室

（離婚・相続・借金・近隣トラブルほか）

人権相談

（差別や近隣とのもめごとなどの人権問題ほか。
人権擁護委員が対応）

3 月11日㈬10：00〜16：00

場

所

向島支所
御調支所
向島支所
尾道市役所
因島総合支所
因島総合支所
尾道市役所／向島支所

すでに弁護士に相談中のもの、
書面の作成やチェックについて
の相談などは対象外です。また、
相談は1回限りで、繰り返し相談
することはできません。

広島地方裁判所
広島弁護士会尾道地区会
尾道支部内（新浜一丁目） ☎︎0848-22-4237

3 月 7 日㈯13：00〜16：00

総合福祉センター

2 月16日㈰10：00〜16：00
北村洋品店
（三軒家町3-23）
3 月 6 日㈮10：00〜16：00
月〜金曜（祝日を除く）
広島県福山庁舎１階
9：00〜12：00、13：00〜16：00
3 月11日㈬13：00〜16：00

因島総合支所

3 月23日㈪13：00〜16：00

尾道市役所

広島県行政書士会尾道支部
☎0848-29-6514
NPO法人尾道空き家再生プロジェクト
☎080-5624-5067
東部地域県民相談室
☎084-931-5522（※1）
広島法務局尾道支局
☎︎0848-23-2883（※2）
くらしサポートセンター尾道
☎0848-21-0322
健康推進課
☎0848-36-5003

青少年センター
青少年センター
（旧筒湯小学校内）
☎0848-37-9459
尾道市市民会館
三原年金事務所
因島総合福祉保健センター（※3）
☎0848-63-4111
向島支所
尾道市消費生活センター
尾道市役所
☎0848-37-4848
尾道市役所

商工課
☎0848-38-9183

因島総合支所

しまおこし課
☎0845-26-6212

因島総合支所
ハローワーク尾道
因島市民会館

※1 東部地域県民相談室については、広島県生活センター（☎082-223-8811）でも相談できます。
※2 人権相談については、広島法務局尾道支局（☎0848-23-2883）でも相談できます。
※3 2月24日㈪は振替休日のため、2月25日㈫を代替日として開催します。
◆総合福祉センターにおいても、各種相談を行っています。
社会福祉協議会（☎︎0848-21-0322）

持参物
締切
電子メール
ホームページ
広報おのみち・令和 2 年 2月

秘書広報課
☎︎0848 -38 -9395

3 月18日㈬10：00〜16：00

青少年相談室 ※来所・訪問相談可。 月〜金曜（祝日を除く）
（子どもの非行・学業・感情・家庭・いじめ） 9：00〜15：30
［要予約］ 火・木曜 10：00〜15：30
年金相談（公的年金制度全般）
10：00〜15：30
※予約締切時間は、希望日の前日（土・ 月曜
日・祝日を除く）の12：00まで。
金曜
10：00〜15：30
月〜金曜（祝日を除く）
消費生活相談（電話相談可）
9：00〜12：00、13：00〜17：00
2 月20日㈭16：30〜19：20
尾道しごと館
［予約優先］
3 月 5 日㈭13：30〜16：20
（仕事や就職に不安や悩みを持つ人の
2 月19日㈬13：30〜15：20
相談窓口）
3 月18日㈬13：30〜15：20
2 月19日㈬10：00〜14：00
因島一日職業相談会
3 月18日㈬10：00〜14：00
月2回
（お問い合わせください。）
就職支援セミナー
（応募書類作成・面接対策・実践コースなど） 月1回（お問い合わせください。）
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申込・問い合わせ先

尾道市役所

月〜金曜（祝日を除く）
くらしサポートセンター尾道
総合福祉センター
（働きたくても働けない、経済面等で生活に困っているほか。） 9：00〜16：00
子育て世代包括支援センター“ぽかぽか” 月〜金曜、第4日曜（祝日を除く） 総合福祉センター
8：30〜17：15
（妊娠・出産・子育て）

就職相談

■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

弁護士法律相談
［要予約］

日
時
月 2 日㈪13：00〜15：00
月23日㈪13：00〜15：00
月 4 日㈬13：00〜16：00
月 6 日㈮13：00〜16：00
月10日㈫13：00〜16：00
月16日㈪13：00〜16：00
月18日㈬13：00〜16：00
月 5 日㈭13：00〜16：00
月 9 日㈪13：00〜16：00

ハローワーク尾道
☎0848-23-8609

消費生活

相談ファイル

?

結婚相手紹介サービスの解約に関するトラブルにご注意

相談内容

新聞に入っていた結婚相談
所の折り込みチラシを見て、息
子の結婚相手の紹介を依頼し
30万円払った。何人か女性を
紹介してもらったが、結婚には
至らないため契 約期間内だが
解約したい。返金してもらえる
だろうか。
（70歳代女性）

アドバイス

結婚相手紹介サービスはサービスの提供期間が 2ヶ月を超え、消費者が支払う金額が
5 万円を超えるものであれば、特定商取引法に定める特定継続的役務提供の対象となり
ます。この場合、法定書面の交付日を含めて8 日間であれば、クーリング・オフが可能で
す。相談者には、交付された契約書を見ると、中途解約などの記載がなく、書面不備によ
りクーリング・オフができること、応じない場合は少額訴訟制度もあることを伝えました。
トラブル防止のために以下の点に注意しましょう。
◆特定継続的役務提供事業者は契約する前と実際に契約する時の2 回、書面を交付しな
ければなりません。まず書面を交付しているか確認しましょう。契約してしまっても、書
面を消費者に交付しない限り、消費者はクーリング・オフをすることができます。
◆次にサービスの内容について業者から説明を受け、書面の記載を確認しましょう。また
解約時の規定や特に解約料については、書面をよく読み、業者の説明をしっかりと理解
しておきましょう。
◆結婚相手紹介サービスは、契約をしても自分の気に入る人が必ず紹介されるとは限らず、
結婚できるかどうかは不確実なものです。過度な期待は抱かず慎重に契約をしましょう。
◆トラブルになった場合は、消費生活センターへ相談しましょう。

くらしの窓

■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
尾道市消費生活センター
（商工課内 0848 -37- 4848）

!

司法書士による島しょ部一斉法律相談会

相続、遺言、空き家、成年後見、交通事故、登記、借金の悩みなど
※電話相談〔 0120 -777- 549（3月15日㈰ 10：00〜16：00）〕もあります。
日本司法書士会連合会中国ブロック会事務局（ 082 -221- 5345）

尾道市医師会当番医

尾道市歯科医師会当番医

診療時間： 9：00～17：00（時間厳守）
月

日

16日

24日
3月 1日

科

田辺クリニック（内・小）坂上整形外科クリニック
古浜
☎ 2 4 -1 1 5 5 向東
☎ 4 5 -3 8 0 0
かなもと医院（小・内）板阪整形外科クリニック
門田
☎ 2 3 -4 6 7 7 高須
☎ 5 6 -0 5 0 6
向島小児科外科クリニック（小・外） 三
宅
医
院
向島
☎ 4 4 -7 8 8 1 向島
☎ 4 4 -1 0 4 8
ささき小児科医院（小・内） 笠
井
病
院
西御所 ☎ 2 2 -4 0 8 3 久保1
☎ 3 7 -2 3 0 8
おぐら小児 科（ 小・内） にしがき脳神経外科医院
高須
☎ 2 0 -2 3 7 0 新浜1 ☎ 2 0 -0 8 0 2
宮地クリニック（小・内） 得
本
医
院
栗原
☎ 2 2 -8 8 5 5 向島
☎ 4 5 -0 5 5 5

月

日

歯

科

宗 永 歯 科 医 院
2月11日
向東
☎ 4 4 -6 4 7 0
吉
田
歯
科 医 院
16日
東久保 ☎ 3 7 -1 8 9 2
石 井 歯 科 医 院
23日
山波
☎ 4 6 -4 4 7 8
板
阪
歯
科 医 院
24日
高須
☎ 5 5 -0 0 0 7
井上 歯 科 クリニック
3月 1日
久保2 ☎ 3 8 -2 0 8 0
えみこども歯科クリニック
8日
高須
☎ 3 1 -2 4 1 8

芸術・文化

8日

診療時間： 9：00～13：00（時間厳守）
外

スポーツ

23日

丸谷 循環 器科内科医院
高須
☎ 4 6 -7 7 5 5
藤 田 内 科 医 院
長江1
☎ 2 0 -7 1 3 3
山
本
医
院
向島
☎ 4 4 -0 3 0 8
正 岡 ク リ ニ ッ ク
栗原
☎ 2 4 -2 4 1 1
原 田 内 科 クリニック
高須
☎ 5 6 -1 3 2 3
た が し ら 医 院
美ノ郷 ☎ 4 8 -3 5 8 8

小児科系

子育て

2月11日

内科系

健康・福祉

3月15日㈰ 10：00〜16：00（予約可）
因島市民会館

情報アラカルト

※市外局番はいずれも「0848」です。※診療時間にご注意ください。
※内科系・小児科系・外科では、昼食時間などによりお待たせする場合があります。
※変更になることがありますので、尾道市消防局（☎0848 - 55 - 9120）または当番医へ受診前に電話でご確認ください。
」がすべての休日に対応します。
※因島地区については「因島医師会病院（因島中庄町☎0845 -24 -1210）
※瀬戸田地区については、お知らせカレンダーをご参照ください。
※毎日（土・日・祝日を含む）20：00〜23：00は夜間救急診療所で診療しています。急なけがや病気の際はご利用ください。

相
談
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1

12

新成人の門出を祝福

令和初の成人式が行われ、華やかな装
いの新成人が県立びんご運動公園に集い
ました。
式典では、尾道ベッチャー太鼓のアトラ
クションや栗原小学校 6 年生と新成人に
よる合唱のほか、新成人代表の山本絵里
奈さん、村上光起さんの 2人が、
「二十歳
の誓いの言葉」として抱負と決意を語りま
した。
今 年 、尾 道 市 内 で成 人を 迎 え た の は
1,323人。心配された雨も降らず、晴れ着
姿の新成人が記念に写真を撮り合う姿が
多く見られました。

1

21

火災から文化財を守る！

国重要文化財の三重塔をはじめ多くの寺宝がある西國
寺で、文化財防ぎょ訓練が行われ、住職や、消防局、消防
団、自主防災組織など約60人が参加し、放水や、文化財
の運び出し、負傷者の救助などの訓練を行いました。
訓練に参加した麻生章雄住職は「先人から預かった貴
重な文化財・寺宝を、皆さんの力を借りながら次の世に伝
えていきたい。」と話していました。

1

23

栗原北放課後子ども教室
笑顔いっぱいでスタート

新たに栗原北放課後子ども教室が開講しました。読み
聞かせや、しりとりゲーム、ハンドベル合奏などを楽しみ
ました。
「キラキラ星」の合奏がピッタリ決まった時には
思わず拍手が起こり、みんなで喜び合いました。参加した
子どもたちからは「違う学年の子や、大人の人と遊んで楽
しかった。また違う遊びも一緒にしたい。」という声が聞
こえました。

尾道市役所 〒722-8501 広島県尾道市久保一丁目15-1 ☎0848-38-9111（代表） 【市民の意見箱／ 0848-37-8937】
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/
編集・発行：総務部秘書広報課（☎0848-38-9377 0848-38-9294）
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