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新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、掲載している
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門で最優秀賞に輝きました。
具材はラーメンの具、レモン味い
か天、ひじきと紅鮭の３種類。瀬戸
内しまなみ海道の特徴が出ていると
評価されました。
「海賊むすび」は、
（一社）
しまなみジャパンが新名物として発案、提案して
いるものです。
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人の動き［ 2月27日現在］

※
（ ）
内は前月比。

世帯
64,815世帯 （ー42）
人口 男性 65,876人 （ー59）
女性 69,991人 （ー98）
計

135,867人（ー157）

市内の交通事故

今月の納期限

［ 2月27日現在］

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

件 数
負傷者
死 者

28件
36人
0人

（－8）
（－6）
（0）

3/31㈫

国民健康保険料⑨
介護保険料⑨
後期高齢者医療保険料⑨

※
（ ）
内は前年比。

古くから御調川沿いで
踊り継がれている「みあが
りおどり」。五穀豊穣や雨
乞いなどを願うと言われ
ており、現 在は保育 所や
小・中・高等学校でも踊ら
れ、地 域ぐるみで 若 者た
ちへの伝承が行われてい
ます。
代表電話
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0848-38-9111
0845-22-1311
0848-76-2111
0848-44-0110
0845-27-2211

市長表敬訪問／敬称略
令和元年度全国中学校体育大会
第57回全国中学校スキー大会

今月の表紙

尾道市役所
因島総合支所
御調支所
向島支所
瀬戸田支所

大規模地震を想定して、JB本四
高速と自衛隊が共同で防災訓練を
行いました。災害発生時、瀬戸内し
まなみ海道は被災した地域へ派遣
される自衛隊や警察、消防等の緊
急車両の通行路となります。
この日は本線上に放置された車
両の移動や、地震により生じた段差を土のうにより修正し通行可能とする
訓練が行われました。
しまなみ海道で自衛隊が参加する合同防災訓練は初でしたが、今後も継
続し行っていくとのことです。

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

（2月5〜8日＝長野県）
木曽華波（百島中学校）

2020年第7回スペシャル
オリンピックス日本冬季
ナショナルゲーム・北海道

※大会は中止になりました。

（2月21〜23日＝北海道）
小田尚之（社会福祉法人若菜さざなみの里）
藪下 輝（株式会社チャレンジドパーソン）
木曽智樹（尾道特別支援学校）
谷本未来（ワークスさつき）
森 日奈野（社会福祉法人若菜あじさいの家）

◀戦前の写真絵はがきから、小歌島灯台。
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未来 へ 残す、
歴史 と 文化

尾道市が誕生して今年で122年目。また、
「尾道市」と呼称されるようにな
る前にも、この土地では、先人たちの生活が脈々と営まれてきました。長い
歴史の歩みの中で、まちの姿は時代に合わせて変貌を続け、かつての姿を
知ることができるのは古文書をはじめとする歴史的資料たちです。
現在、第１巻「文化財編 上巻」が刊行されている「新尾道市史」。この編さん
事業は、尾道の発展の過程を明らかにしながら未来に繋げる一大事業です。
今回は、市史編さん作業から見えてきた、これまで知られていなかった尾
道の姿を紹介します。
市史編さん委員会事務局（文化振興課内 0848 -38 - 9359）
資料調査に

時代が進むにつれ、郷土のかけがえのない貴重な資料が急速に失われつつあ
ります。尾道市では、歴史・文化に関する情報収集・整理・保管を綿密に行い、
これまでの歴史の歩みを市民の財産にできるよう編さん作業を行っています。
これまでに尾道市内で刊行された市史・町史には『因島市史』
（1968）全１巻、
『新修尾道市史』
（1971〜1977）全6 巻、
『御調町史』
（1988）全１巻、
『瀬戸田
町史』
（1997〜2004）全5巻、
『向島町史』
（2000）全１巻があります。

◀国文学研究資料館（東京都）
へ

市史編さん事業とは？

◀光明寺での仏像調査

調査過程で、新たな文化財が続々と発見
旧市街地をはじめとする様々な寺社では、仏像などの彫刻の調査が進めら
れています。その中で、これまで未指定だった彫刻の再調査が行われ、新た
に文化財的な価値を有することがわかるなど、市史編さん事業が新たな文化
財の掘り起こしと再検証の機会となっています。

ⓒ 村上アーカイブス
広報おのみち・令和 2 年 3月
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編さん作業から新しく見えてきたもの
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向島で
博覧会を開催

尾道駅前から対岸の向島を望むと、
灯台の立つこんも
お か じま
りとした丘陵、
「小歌島」があります。現在は向島と陸続
きになっていますが、かつては独立した小さな島でした。
村上海賊以前の古い海賊の歴史に始まり、江戸時代には
畑地として利用され、明治時代になると造船所が設置さ
れるなど、興味深い歴史に彩られてきました。
大正13（1924）年には、7月20日〜9月20日までの会
期で、帝国博覧会協会（東京）の主催により、
「瀬戸内海
勧業博覧会」が開催され、島内には博覧会ならではの多
種多様なパビリオン施設が並びました。
これまで、この博覧会については、既刊の地元史を記
録する諸文献には記載が見当たらず、開催を記念して発

▲ 芸備日日新聞（呉市文化振興課提供）

行された絵はがきのみが残っているだけでした。
しかし、今回の市史編さんにあたり、広島の地方紙の
一つであった『芸備日日新聞』を読み解いていた過程で、
小歌島での博覧会を報じる記事を発見。これにより、主
催者や開催時期等、当時の詳しい情報を明らかにするこ
とができました。
（写真は記念絵はがきの一部）

▲「出品館」、「参考館」など産業奨励と振興を目的とした勧業博覧会らしいものから、

歌劇団による「演芸館」などアトラクション的なものまで幅広くあったことが伺えます。

まちの歴史を伝える「市史編さん地域協力員」
市史編さんを地元の側からサポートする存在として、御調から瀬戸田までの各地域に配置されているのが「市史
編さん地域協力員」です。今回の新たな市史編さんの機会に、今一度自分たちの地域・民俗・文化を見つめなおし、
記録し、伝えていこうとの趣旨で、協力員発での自主的な歴史編さん作業が各地域で沸き起こっています。
今回、御調地域での作業に携わっている住貞義量さんに、その思いを聞きました。

「みあがり」名称の初出資料を発見

住貞義量さん
市史編さんに携わる前から、
御調町の歴史をひも解いてき
た住貞さん。「知らないことを
知って、それをどう伝えていく
か、それが楽しみ。新しい発見
をした時が一番嬉しい。
」と話
していました。
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御調で踊りつがれている「みあがりお
どり」。その「みあがり」という呼称は、昭
和35（1960）年に制作決定した、町民の
歌「御調音頭」の歌詞中に「みあがり太
鼓」として表現されています。
一説には、
「みあがりおどり」は、足利
尊氏が尾道に参篭した折に兵士を集める
ために踊った際、
「宮に参る」「都に上が
る」ということから名づけられたとも、そ
の時代より古いのではないかとも言われ
ています。
しかし、近年、御調町徳永の個人宅の
襖の裏張りから、
『宮上行列人別』という
寛保年間（1741～1744）の文書が発見さ
れ、この文書に「宮上」という文字を見る
ことができました。

お宮へ参るので「宮上」と言われてい
たかは不明ですが、この資料の発見によ
り、少なくとも江戸時代からこの呼称が
使われていたことが裏付けられました。

市小学校（現在の御調中央小学校） 昭和15（1940）年
紀元2600年紀元奉祝式での写真 「太鼓おどり」
と記される。

おお とう

さ えん

平成30年、尾道商人・大藤忠兵衛の茶園（別荘庭園）の
土蔵に眠っていた旧蔵資料が、市史編さん委員会事務局へ
寄贈されました。大藤氏は明治期に尾道市議会副議長、尾道
商業会議所議長も務め、尾道町時代（明治31年以前）の行政
文書群や、当時の広告チラシである「引き札」101種136 枚
など、多くの貴重な資料が発見されました。
江戸、明治期に、商家や問屋などが店の宣伝、セール、

▶引 き 札 が 発 見 さ れ
た、尾道商人・大藤
忠兵衛の旧蔵資料が
眠っていた土蔵
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明治時代の広告チラシ
多量の「引き札」を発見

開店や年賀などのあいさつで配布した「引き札」。図
案・意匠の美しさから、美術作品としても取り扱われ
る一方で、写真が貴重であった当時の様子を伺うこ
ともできます。右上、牡蠣料理店の引き札では、尾道
水道を進む北前船と鉄道の姿が描かれ、さまざまな
交通手段が行き来する商都・尾道の活況を察するこ
とができます。

現在の市章の源流も
尾道町時代の行政文書の中には、市章（市のシンボルマーク）
の原形となる町章に関する規則が図案入りで示されています。
き しょう
明治24（1891）年の議案には、徽章規則として尾道町役場の
徽章が定められています。赤色二本線は現在の市章とほぼ同一で
すが、線の幅が二本とも均一という点が今とは異なります（現在
の市章は下が太い）
。また、当時の町長や助役らが用いた堤灯にも
徽章のラインが入れられ、役職によって太さが微妙にわけられて
います。

時代の証人が
眠っていませんか？

文化財編【上巻】
好評発売中

古文書や古写真（写真絵はがきを含む）
、古地図、尾道の話
題を報じる古新聞のほか、無形の伝承（地域に伝わる言い伝え
や独特な習慣、祭礼芸能等）など、幅広い分野で尾道市に関わ
る資料を収集しています。提供してくださる方はご連絡ください。
※史資料については、複製（写真撮影・コピー）を取らせてい
ただくのみで、現物は速やかに返却します。
市史編さん委員会事務局
（ 0848 -38 - 9359／平日8：30〜17：00）

記念すべき1巻目は、建造
物から史跡・名勝・天然記念
物を各分野の専門家の手で
まとめた、決定版・保存版となる一冊です。
2,700円
販売場所 文化振興課、市史編さん委員会事務局
※自宅への郵送も可（別途送料が必要）。
詳しくはお問い合せください。
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引っ越しなどで暮らしが変わったら各種届け出を
３月と４月は引っ越しをする人が多くなる季節です。住民異動や保険の手続きを
忘れずにしましょう。 ※代理人の場合は委任状が必要な場合あり。

住民異動手続き

市民課、
各支所

こんなとき

世帯主や構成が
変わったとき

本人確認書類
国民健康保険証
後期高齢者医療保険証

３８
９ １ ０２ ）
-

市内で住所が
変わったとき
（転居届）

本人確認書類
マイナンバーカードか通知カード（転居）
国民健康保険証
後期高齢者医療保険証
お持ちの人
介護保険証

-

■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

他の市町村へ
転出するとき
（転出届）

転出証明書（前に住んでいた市町村で発行）
本人確認書類
マイナンバーカードか通知カード
国民年金手帳（国民年金１号の人）
国民健康保険証
お持ちの人
後期高齢者医療保険証

問い合わせ先

市 民 課（ ☎ ０８４８

他の市町村から
転入したとき
（転入届）

必要なもの

お持ちの人

国民健康保険・国民年金の手続き
保険年金課、
各支所（御調は御調保健福祉センター）
こんなとき

職場の健康保険をやめた 職場の健康保険の資格喪失証明書
職場の健康保険の
被扶養者から外れた

職場の健康保険の被扶養者から
外れた証明書
（被扶養者資格喪失証明書）
母子健康手帳、印鑑

他の市町村へ転出する

保険証
国保と職場の健康保険の
両方の保険証

住所・世帯・名前の変更 保険証
保険証をなくした

本人確認書類

就学のため、子どもが
他の市町村へ転出する

保険証、在学証明書、学生証など
マインナンバーカードか通知カード

職場の健康保険の被扶養者から
厚生年金加入の配偶者の
外れた証明書（被扶養者資格
扶養から外れた
喪失証明書）
、年金手帳
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３８
９１４３）
-

職場の健康保険の
職場の厚生年金をやめた
資格喪失証明書、年金手帳

-

国民年金に加入

持参物
締切
電子メール
ホームページ

国保（その他）

保険証、葬祭執行者の通帳・印
鑑、葬 祭 執行 者を確 認できる
もの（会葬礼状・埋火葬許可証
（控）等）

保険年金課

職場の健康保険の
被扶養者となった

３８
９１４２）
（ 国 民 年 金 ☎ ０８４８
-

国保を脱退

職場の健康保険に加入した

3月29日、4月5日の日曜
8：30〜17：15
市民課、因島総合支所市民生活課
○住民異動届の受け付け（転入・転出・転居など）
○印鑑登録、住民票・印鑑証明書・戸籍証
明書・身分証明書などの発行
○戸籍届の受け付け（婚姻や出生など）
※後日審査の場合あり。
○パスポートの受け取り ※申請不可。
○マイナンバーカードの受け取り（通知カー
ド記載事項の変更など）
※住所地に応じた支所で保管しています。移送
が必要ですので、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。
○所得に関する証明 ※納税と資産に関する
証明は除く。
事 前に担当課（収 納課 ☎ 0848 - 38 9172、因島瀬戸田市民税係☎0845 26- 6227）へご確認ください。
※一部取り扱いができないものもありますの
で、不明な点は事前にお問い合わせください。
※住所変更にともなう年金・国保等の手続き
は、後日担当課で行ってください。
市民課（☎0848 -38 -9102）
因島総合支所市民生活課（☎0845 -26 - 6208）

多量の引っ越しごみは
ごみステーションに出せません

-

子どもが生まれた

問い合わせ先

（ 国 保 ☎ ０８４８

国保に加入

他の市町村から転入した 本人確認書類

国保の加入者が死亡
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必要なもの

日曜にも転入・転出などの
手続きができます

分別して直接施設へ持ち込むか、収集運
搬許可業者に依頼してください。
■転入や転居した人へ
市内でも地域によって収集日や分別が異なりま
す。ごみ分別ガイドブック等でご確認ください。
■マンション・アパートなどを管理する人へ
収集日とごみ分別のルールを入居者に周知してください。
収集日の日程表等をお渡ししますので、ご連絡ください。
【尾道・御調・向島地区】
尾道市クリーンセンター（☎0848 - 48 -2900）
清掃事務所【収集】
・衛生施設センター【持込】
【因島地区（原・洲江含む）】
南部清掃事務所（☎0845 -24 - 0432）
【瀬戸田地区】南部清掃事務所瀬戸田分所
（☎0845-27-0454）

土曜に水道の使用開始・使用中止の電話受付を行います
3月21日、28日の土曜 8：30〜17：15
上下水道局庶務課（☎0848 -37-9300）

くらしの窓

市からのお知らせ

ガソリンを携行缶で
購入される皆さんへ

軽自動車等の廃車手続きはお早めに

金曜は午後7時まで市民課
関係窓口を時間延長します

（125ccを超え250ccまで） 広島運輸支局福山自動車検査登録事務所

軽自動車税（種別割）は、その年の4月1日現在の所有者に課されます。
令和元年7月に発生した京都市伏見区
4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをしても、その年度の税額を納める
の爆発火災を受け、2月1日からガソリンを
必要があります。すでに車を持っていない人は早めに手続きをしてください。
携行缶で購入する際は、以下の確認が義
車 種
手続き・問い合わせ先
務付けられました。
ご協力をお願いします。
原動機付自転車
市民税課（☎0848 - 38 -9213）
1 本人確認（運転免
※本庁・各支所で手続き可。
（125ccまで）
  許証の提示など）
※廃車手続きは、印鑑を持参し、標識と
小型特殊自動車
2 使用目的の確認
標識交付証明書を返納してください。
3 販売記録の作成
軽自動車
軽自動車検査協会広島主管事務所福山支所
消防局予防課（☎0848-55-9123） （四輪・三輪）
（☎050 - 3816 - 3081）
軽二輪

各種障害者手帳の交付を受けている人で、等級など一定の要件に該当する場合には、
軽自動車等（1人につき普通車含め1台限り）の税金が免除されます。また、構造が身体障
害者等に利用するための軽自動車（自動車検査証で確認できるもの）も対象になります。
■初めて申請する人

期間 4月1日㈬～6月1日㈪
市民税課、因島瀬戸田市民税係
納税義務者の印鑑とマイナンバーカード（または通知カードと本人確認書
類）、身体障害者手帳等の原本、自動車検査証、運転者の運転免許証
※家族が所有している車両で、障害者本人の通院・通所等に使用するものも対象となる場合あり。

子育て

■すでに減免の適用を受けている人

スポーツ

3月上旬に送付した現況報告書を、3月25日㈬までに提出してください。
市民税課（☎0848 -38 -9213）
因島瀬戸田市民税係（☎0845 -26 - 6227）

芸術・文化

固定資産税縦覧帳簿の縦覧等
■固定資産税縦覧帳簿の縦覧
納税者が市内に所有する土地・家屋の価格と他の土地・家屋の価格とを
比較し、評価が適正かどうか確認できます。
4月1日㈬～6月1日㈪  8：30～17：15  ※土・日・祝日を除く。
資産税課、因島瀬戸田資産税係
固定資産税の納税者、その代理人
■固定資産税課税台帳の閲覧
本人の所有する資産は、課税台帳（名寄帳）の閲覧により確認できます。 ※縦覧期間中は無料。
資産税課、因島瀬戸田資産税係、御調・向島・瀬戸田・百島・浦崎支所、向東連絡所
固定資産税の納税義務者、その代理人
【共通事項】
公的な本人確認書類、法人の場合は法人代表者印、代理人の場合は委任状

情報アラカルト

相

不法投棄は悪質な犯罪です。
「５年
以下の懲役若しくは1,000万円以下
の罰金（法人には3億円以下の罰金）
又はその両方」の罰則が科せられます。
市では看板など不法投棄対策品の
支給や防犯カメラの貸し出しを行っ
ています。清掃事務所などへご相談く
ださい。
尾道市クリーンセンター
（☎0848 - 48 -2900）

身体障害者等に対する軽自動車税
（種別割）
の減免

健康・福祉

不法投棄は犯罪です！

（☎050 - 5540 -2069）

くらしの窓

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）

二輪の小型自動車

（250ccを超えるもの）

談

固定資産税・都市計画税の納税通知書・課税明細書は5月中旬に発送予定、第1期
の納期限は6月1日（月）です。

資産税課（☎0848 -38 -9162・0848 -38 -9164）
因島瀬戸田資産税係（☎0845 -26 - 6228）
広報おのみち・令和 2 年 3月
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第11回 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
支給内容 額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間 ４月１日㈬〜令和5年3月31日㈮
請求者の印鑑、４月１日以降の戸籍抄本、本人確認書
類（顔写真がない場合は２通）、前回の裁定通知書、
戦没者や遺族の名前等がわかる資料
１ 弔慰金の受給権を取得した人
※人により必要書類や戸籍の種類が異なります。
２ 戦没者等の子
受付場所 社会福祉課、向島支所しまおこし課、因島総合
３ 戦没者等の ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
支所因島福祉課、瀬戸田支所住民福祉課、御調保健福
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件
祉センター（電話予約制）
を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
※第10回と同じ人が請求する場合は、
なるべく前回と
４ １〜3以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）
同じ受付場所での手続きをお願いします。
※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を
※浦崎・百島地区は６月に出張受付を行います。
詳しく
有していた人に限ります。
は、広報おのみち４月号でお知らせします。
受付時間 9：00〜11：30、13：00〜16：00
受付は混雑が予想され、待ち時間が長くなる場合があります。
戦没者等の死亡当時の遺族で、令和2年4月1日に公
務扶助料や遺族年金等の年金を受ける人（戦没者等
の妻や父母等）がいない場合に、次の順番による先
順位の遺族1人に支給します。

■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

また、書類取り寄せなどのため、手続きが当日限りでは終わら
ない場合があります。あらかじめご理解をお願いします。

社会福祉課（☎0848 -38 -9122）
【予約】御調保健福祉センター（☎0848-76-2235）

【旧尾道・御調・向島地区】

〜ごみの水分は
よく切って〜

【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）

3月の「休日」のごみ持込受付（対象は家庭ごみ）
尾道市クリーンセンター
22日㈰

南部清掃事務所

8：30〜12：00

瀬戸田名荷埋立処分地
28日㈯

御調清掃センター

8：30〜11：00

※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。

3月20日「春分の日」のごみ収集

※もやせるごみ以外の収集はお休みです。
※火・金曜が「もやせるごみの収集地域」のみ収集します。
ごみ持込受付はありません。

環境資源リサイクルセンター
3／22㈰
13：30〜

自転車かんたん修理教室
300円＋実費

２人

修理用自転車など

持参物
締切
電子メール
ホームページ

4／2㈭
ダンボール箱で生ごみを堆肥にしよう
10人
ダンボール箱2個
13：30〜15：00 600円
4／3㈮
13：30〜

天ぷら油から石けんをつくろう
200円

10人

フリーマーケット 出店者募集
4／5㈰ 10：00〜15：00
1区画1,000円

募集店数：5店

広報おのみち・令和 2 年 3月

4 月の出張販売
4／ 4 ㈯ 10：00〜14：00 市民センターむかいしま
4／ 5 ㈰ 10：00〜14：30 瀬戸田サンセットビーチ

※桜まつり会場内で開催。

4／10㈮ 10：00〜14：00 道の駅クロスロードみつぎ

ビニール手袋

スプリングセール
4／3㈮〜12㈰

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

8

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

制服まつり
3／24 ㈫〜29 ㈰

※イベント趣旨により、販売は実際に使用する学生本人か保護
者に限ります。
※まだ使える学生服、体操服、学用品がありましたら、寄付を
お願いします。

毎年１回受けましょう

狂犬病予防注射

犬 鑑 札と注 射 済 票は
首輪に着けましょう。

環境政策課
（☎0848 -38-9434）

生後91日以上の犬は、狂犬病予防法により、市への登録（生涯１度）
と
毎年１回の狂犬病予防注射が義務付けられています。※室内・室外問わず。

▼ 集合注射
3,100円〜（注射代2,550円〜、注射済票550円）
３月上旬に届く案内はがきを持参し、次の会場か動物病院で注射を受けてください。
※犬が「体調がすぐれない・現在病気療養中である・アレルギー体質である」などの場合は、かかりつけの病院で診察
を受け、獣医師の指示に従ってください。
■会場では、犬の登録（登録料3,000円）、変更届、死亡届も受け付けます。

狂犬病予防集合注射日程（令和2年度）
日程

時

間

会

場

日程

時

間

会

場

日程

時

間

会

場

9 ：20〜 9 ：30 浦崎支所

9 ：30〜 9 ：50 旧JAせとだ南出張所

10：10〜10：25 河内公民館

9 ：45〜 9 ：55 浦島漁協

10：05〜10：15 旧JA垂水支所

10：30〜10：40 旧JA高根支所
4／17 10：40〜11：05 ハローズ東尾道店北駐車場
㈮ 11：25〜11：40 東部公民館
4／23 10：50〜11：10 瀬戸田市民会館
㈭ 11：20〜11：35 旧JA林支所
12：00〜12：10 大田ふれあい館

12：05〜12：10 上川辺公民館

12：30〜12：40 山波公民館

12：45〜13：00 旧JA名荷支所

12：25〜12：30 菅野公民館

9 ：15〜 9 ：25 公民館久山田分館

13：20〜13：35 東生口公民館

9 ：10〜 9 ：50 向島支所

9 ：45〜10：00 平原台コミュニティーセンター

14：00〜14：20 中庄公民館

4／15
11：10〜11：20 岩子島農業構造改善センター
㈬
11：35〜11：50 津部田コミュニティセンター

11：40〜11：45 長江公民館

9 ：20〜 9 ：30 三庄九区会館
9 ：45〜10：00 三庄公民館
10：20〜10：50 因島市民会館下駐車場

12：30〜12：40 江奥コミュニティセンター

9 ：50〜 9 ：55 いきいきサロン小原

13：20〜13：30 外浦町集会所

9 ：10〜 9 ：25 旧彦ノ上保育所

10：15〜10：25 公民館原田分館

13：50〜13：55 鏡浦町民会館

9 ：50〜10：00 大町公民館

12：50〜13：00 百島支所

14：10〜14：15 いきいきサロン椋浦

11：35〜11：40 いきいきサロン木頃

芸術・文化

4／16
10：50〜11：05 新開公民館（向東町）
㈭
12：30〜12：35 百島泊消防とん所

4／22 10：45〜10：55 公民館木ノ庄東分館
㈬ 11：15〜11：20 旧JA木ノ庄西出張所

スポーツ

12：05〜12：15 いきいきサロン立花

12：10〜12：20 いきいきサロン新高山 4／24 11：05〜11：15 竹長区民会館
㈮ 11：45〜12：00 重井公民館
9 ：10〜 9 ：20 福田ふれあい館

10：15〜10：25 古江浜公民館

子育て

4／21 10：20〜10：40 吉和公民館
㈫ 11：00〜11：15 日比崎公民館
10：35〜10：50 有道ふれあいセンター
10：05〜10：20 宇立公民館

健康・福祉

10：35〜10：50 みつぎいこい会館
4／14
11：10〜11：20 綾目公民館
㈫
11：40〜11：45 大和公民館

くらしの窓

9 ：45〜 9 ：55 今津野公民館

11：50〜12：05 藤井川公民館
12：20〜12：30 いきいきサロン三美園

14：20〜14：50 旧向東支所

情報アラカルト

予防注射と注射済票交付が受けられる市内の動物病院
案内はがきを持参してください。 ※併せて犬の登録もできます。
（登録料3,000円）

相

吉岡獣医科医院
（栗原町 ☎0848 -25 - 4068）
むらかみ動物病院
（栗原町 ☎0848 -23 - 5788）
吉本獣医科医院
（久保二丁目 ☎0848 -37-1236）
村井獣医科医院
（吉浦町 ☎0848 -22- 6626）
くまさん動物病院
（栗原町 ☎0848 -24 - 0037）
おおはま獣医科医院 （因島大浜町 ☎0845 -24 -3210）
しまなみ動物医療ステーション（因島中庄町 ☎0845 -26 -2228）
かとうペットクリニック（美ノ郷町三成 ☎0848 -36 - 6921）
ミオアニマルクリニック（新浜一丁目 ☎080 -3057-2211）

談

広報おのみち・令和 2 年 3月
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健康・福祉
一般不妊治療費助成の申請
は4月30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

平成31年4月1日〜令和2年3月31日
の治療分（それ以降の治療は、
令和
2年度の助成対象になります。）
※申請時に医療機関が発行する領収
書や診療明細書は、もれなく添付
してください。詳しくは、市ホーム
ページ、医療機関等にあるリーフ
レット等をご覧ください。
※特定不妊治療費助成の申請は、条
件が異なるのでご注意ください。
4月30日㈭必着
健康推進課
（☎0848 -24 -1960）

骨髄・末梢血幹細胞のドナー・事業所へ助成金を支給します
区

分

対

象

助成金額

ドナー本人

市内在住で、
（公財）
日本骨髄
バンクを通じて骨髄・末梢血
幹細胞の提供を完了した人

通院１日につき 5,000円
入院１日につき 20,000円
※１回あたり 上限105,000円。

事業所

市内在住のドナーを雇用し
ている国内の事業所か、
市
外在住のドナーを雇用して
いる市内の事業所

ドナーが骨髄・末梢血幹細胞の提供を
行うための休業１日につき 10,000円
※１回あたり 上限90,000円。

市ホームページの申請書類を郵送か健康推進課窓口へ提出
〒722- 0017 門田町22-5 健康推進課（☎0848 -24 -1961）

国保・後期高齢者医療の人間ドック助成（令和2年度）
40歳以上の尾道市国保と後期高齢者医療の被保険者
助成券申込期間 4月下旬〜10月30日㈮
人間ドック受診期間 5月1日㈮〜令和3年3月31日㈬

※助成の要件、申請方法などは、広報おのみち4月号でお知らせ予定です。

対象実施機関（＊印は、脳MRI検査のできる機関）

○松本病院
○公立みつぎ総合病院＊
○中国労働衛生協会（国保のみ） ○村上記念病院＊
○尾道市立市民病院＊
○因島医師会病院＊
＊
○JA尾道総合病院
○因島総合病院＊
※医療機関への予約開始日は医療機関によって異なります。

後期高齢者医療の助成金額が変わります

令和2年度から、脳MRI検査の有無に関わらず、助成額は一律15,000円と
なります。
※尾道市国民健康保険加入者は変更はありません。

保険年金課（☎0848 -38 -9107）

健康相談など
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
（治療中の人を除く）
にある人か家族
■総合福祉センター
4月14日㈫ 13：00〜16：00
担当 臨床心理士、心理士
健康推進課（☎0848-24-1962）
●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
3月25日㈬ 13：30〜15：30
こころの悩みのある人かその家族
（治療中の人を除く）
担当 臨床心理士、保健師
御調保健福祉センター
（☎0848 -76 -2235）
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広報おのみち・令和 2 年 3月

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。
3月19日㈭ 13：30〜15：00
■ニチエー三成店 ※個別相談。
3月24日㈫ 10：30〜11：30
北部地域包括支援センター
（☎0848 -76 -2495）

成人健康相談

■瀬戸田福祉保健センター
3月24日㈫ 13：30〜14：30
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、
物忘れチェック
瀬戸田福祉保健センター
（☎0845 -27-3849）

東部保健所での相談（要申込）

●アレルギー疾患相談
3月17日㈫ 13：30〜15：30
生活・栄養相談（子どもの相談は
母子健康手帳持参）
● 精神保健福祉相談（精神科医
師による相談）
3月18日㈬ 13：30〜15：30
広島県東部建設事務所三原支所
●B型・C型肝炎ウイルス検査
※要予約。
3月23日㈪
3月17日㈫
●HIV抗体検査と相談
3月23日㈪
HIV抗体検査・梅毒検査は匿名で
予約可能。
広島県東部保健所保健課
（☎0848 -25 -4640）

おのみち幸齢プロジェクト
「幸齢者学校」
3月19日㈭ 14：00〜15：30
瀬戸田福祉保健センター
第１部「口腔ケアで肺炎予防」
講師 川端勇也さん（かわばた歯科院長）
第２部「薬局ってどんなところ？」
講師 楢原康仁さん（なかの薬局薬剤師）
瀬戸田福祉保健センター
（☎0845 -27-3849）

川端勇也さん

楢原康仁さん

社会福祉課（☎0848- 38- 9124）
因島福祉課（☎0845-26- 6210）
障害者サポートセンターはな・はな（☎0848-29-5002）
はな・はな因島・瀬戸田センター（☎0845-24- 3632）
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3月は自殺対策強化月間です

自殺は、様々な悩みが絡み合って追い込まれた末の死と考えられており、
個人の問題だけでなく、社会的な要因もあるといわれています。
市では、
「こころの健康相談」をはじめとする個別相談を受け付けています。
一人で悩みを抱えきれなくなる前に相談してください。
（相談日程は10頁に掲載）
また、3月の自殺対策強化月間に合わ
せ、
「いのちを守るこころの健康ポスター」
優秀賞作品を各図書館等に掲示するほか
（日程は市ホームページに掲載）
、おのみち
バスの車内に右のポスターを掲示してい
ます（3月下旬まで）
。この機会に命の大切
さについて考えてみましょう。
健康推進課（☎0848-24 -1962）







健康・福祉

３月は自殺対策強化月間です。

ゆいいつ む に

唯一無二、
たいせつ

大切なかけがえのない「あなた」

 はな



話してみると、

 なに









か

何かが変わるかもしれません。
じぶん

も

自分だけが持っている
じぶん

たいせつ

自分だけの“いのち”を大切に

子育て

精神障害のある人の家族同士が、
悩みや思いを語り合います。
3月29日㈰ 13：30〜15：30
市民センターむかいしま
精神障害のある人の家族・当事者、
精神障害福祉に関心のある人
NPO法人尾道こころネットよつば会
事務局（☎0848 -37- 6600）

発達障害は、生まれつきの脳の機能の障害といわれています。コミュニ
ケーションが苦手だったり、仕事に集中し続けることができないなど、日常生
活で困ることがあるかもしれません。
しかし、周りの人の理解と工夫で、その人の持っている本来の力が生かさ
れるようになるとも言われています。
4月2日は「世界自閉症啓発デー」
、4月2〜8日は「発達障害啓発週間」です。
気になることがあれば、相談窓口をご利用ください。

くらしの窓

よつば会家族教室

日常生活で困っていませんか？
おとなの発達障害の相談窓口







みんなで「生きる」を支えるまち“おのみち”
～市民の誰もが自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して～

問い合わせ・相談先：尾道市 健康推進課 平日８：３０～１７：１５ ☎ ０８４８－２４－１９６２

スポーツ

快適な生活を過ごせるように

それぞれの専門性を活かし、退院
後の生活に関するレクチャーや、個
別相談に応じています。
詳しくは、市民病院循環器内科
までお問い合わせください。
※病状により心臓リハビリの対象に
ならない場合もあります。
尾道市立市民病院循環器内科
（☎0848- 47-1155㈹）

談

広報おのみち・令和 2 年 3月

相

の有 酸 素 運 動
や筋力トレーニ
ングを患者さん
それぞれの状態
に合わせて行う
ことで、体 力増
進や運動機能の向上を目指してい
ます。
また、運動療法と併せて「心臓病
教室」も開催しています。退院後、
食事や薬の内服などの生活管理を
患者さん自身やご家 族でしてい
かなければなりません。そのため、
自宅での生活に不安を覚える患者
さんやご家族のために、
各専門職が

情報アラカルト

市民病院では、心不全や心筋梗
塞などの心臓疾患のある人を対象
に、心臓リハビリテーション（心臓リ
ハビリ）
を行っています。
心臓リハビリとは、心臓疾患を
持っている患者さんに、心身ともに
快適な生活を長く続けていただく
ために提供する包括的なリハビリ
テーションのことです。具体的には、
医師・看護師・理学療法士などの専
門職で構成されたチームが、運動
療法、食事療法、薬物療法、ストレ
ス管理、禁煙などの治療を、入院早
期から患者さんに提供しています。
運動療法では、自転車運動など

芸術・文化

10 心臓リハビリテーションを行っています

11

子育て
どうえん尾道中央認定こども園
が開園します

■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

公立のるり・のぞみが丘・北久保保
育所、栗原・栗原北幼稚園は３月31日
をもって閉所（園）
となります。
３所・２園が統合し、４月１日から
新たに「どうえん尾道中央認定こども
園」が開園します。
子育て支援課（☎0848-38-9207）
教育委員会庶務課
（☎0848 -20 -7238）

持参物
締切
電子メール
ホームページ

12

新1年生の保護者の皆さん
お子さんと一緒に通学路を歩いてみましょう
春は新1年生が小学校へ入学する季節です。入学すると
これまでと違い、子どもたちだけで通学することになります。
入学前に、
「なぜ危ないか」
「どんなことに注意するか」理解
できるよう説明し、
「自分の身は自分で守る」という意識を
持てるようにしましょう。

ひとり親家庭の親子交流会
バーベキュー・in・むかいしま

学路を実際に歩く
「危ないところ、注意すること」を子どもの目線で確かめましょう。
・高い塀など見通しの悪い道 ・信号機のない横断歩道や交差点
・歩道の区別がない道路 ・車や自転車がスピードを出して走るせまい道 など

通ルールやマナーを正しく教える

4月19日 ㈰ 10：30〜14：30
向島マリン・ユース・センター
ひとり親家庭の親子
バーベキュー ※雨天の場合は総合
福祉センターでクッキング。
10組
1人 500円
タオル、軍手、帽子、汚れてもいい服
装と運動靴、敷物、おにぎり、おや
4月14日㈫
つ、飲み物
母子・父子福祉センター
（☎0848 -22- 8385）

・横断する前に必ず立ち止まる ・信号は必ず守る
・信号機が青でも周りをよく見て、手をあげて渡る
・歩きながら本を読んだり遊んだりしない ・電車やバスの中で騒がない など

護者が子どものお手本に
子どもは大人を見て育ちます。
大人も交通ルールを再確認し、交通ルールを守りましょう。
総務課（☎0848 -38 -9216）

【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

程

3月18日㈬・19日㈭

4カ月児健診
因島総合福祉保健センター 3月17日㈫
（4カ月になる児）
御調保健福祉センター 4月 9 日㈭
1歳6カ月児健診
4月 8 日㈬・ 9 日㈭
（1歳7カ月になる児） 総合福祉センター

相談・講習会
行事名

場

所

日

程

受付時間

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

日

程

4月15日㈬・16日㈭

3歳児健診
（3歳5カ月になる児） 因島総合福祉保健センター 3月19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。

対

象

備

考

9：20 〜 9：40

8〜12カ月の児

13：20 〜13：40

0〜7カ月の児

4月 9 日㈭

13：30 〜14：00

0〜12カ月の児

総合
福祉センター

4月13日㈪

9：40 〜10：00
（11：40まで）

乳児の家族 ※託児あり。
18人程度

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、お手拭きタオル

母乳相談
（要予約）

総合
福祉センター

3月17日㈫
24日㈫
31日㈫
4月 7 日㈫
14日㈫

13：30〜

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。

母乳や卒乳についての相談
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

5歳児相談
（要予約）

総合
福祉センター

4月30日㈭

13：00〜

平成27年4月生まれ（４月１日
を除く）で発達など気になる
4／15 ㈬
ことがある児

通っている市内保育所・幼稚園（市内
保育所等に通っていない人は健康推
進課へ）

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

乳児健康相談

離乳食講習会
（要予約）

総合
福祉センター

3月16日㈪

御調保健福祉
センター

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 3月

3月22日㈰

①13：30〜
②14：30〜

9：00 〜12：00 母子健康手帳交付対象者

身体計測、育児・栄養相談
ふれあい遊び
母子健康手帳

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）

☎0848-37-2409

栄養相談
栄養士さんにきいてみよう
4月8日（水）
10：00〜11：30
就学前の子と保護者
食事（離乳食・授乳含む）の
相談や情報交換

向島deあそぼう
友達と交流しながら親子であそぼう
4月16日（木）
10：00〜11：30
市民センターむかいしま
未就学児と保護者

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

概ね7カ月〜１歳半の子と
保護者
15組
3／26（木）
13：30〜

タッチケア
赤ちゃんに触れながら絆を深めよう
4月14日
（火）
10：00〜11：30

☎0848-45-1305

ママヨガ＆春の養生講座
4月21日（火）
10：00〜11：30

みかんちゃんとリトミック
4月15日（水）10：30〜11：00

概ね2〜6カ月の子と保護者
15組
講師 沖村暁美さん
4／7（火）
13：30〜

未就園児と保護者
※誕生児は手形と写真をプレゼ
ント。

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）

てくてくクラブ
身体を使った遊びをしてみませんか
4月22日（水）
10：00〜11：30

産後ママのヨガストレッチ
4月21日（火）
10：00〜11：00

作って遊ぼう こいのぼり
4月23日（木）
10：00〜11：00

お花見散歩
子育てサロンと一緒に行こう！
4月3日（金）
・6日(月）10：30〜11：30

東尾道

親子ストレッチ 体をリフレッ
シュしながら親子でふれあおう
4月9日（木）
10：00〜11：00

概ね1歳半〜3歳の子と保護者
15組
4／15（水）
13：30〜

未就学児と保護者
※雨天時は室内で遊びます。
3／18（水）〜

10組程度
講師 瀬戸田図書館職員
3／18（水）〜

アートワーク
「みんなで大きなこいのぼりを作ろう」
4月18日（土）
10：00〜11：30
未就学児と保護者
10組程度
4／3（金）〜

赤ちゃんからのわらべうた
4月22日（水）
10：00〜11：00

2カ月〜ハイハイまでの子と
保護者
講師 前田和子さん（おのみち
わらべ）
10組
4／8（水）〜

ハイハイまでの子と保護者
10組
4／7(火）〜

子育て支援センター

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）

☎0848-47-5585

未就園児と保護者
15組
4／9(木）〜

1歳〜未就園児の子と保護者
講師 岡本光枝さん・大木なつ
よさん
10組
4／2（木）
13：30〜

つくってあそぼう
こいのぼり
4月14日（火）
10：00〜11：00

ベビーヨガ で 赤ちゃんの 体
の事を知ろう
4月20日（月）
10：00〜11：30

みつぎ

講座 まあるい子育て
子育てをひも解く子どもの気質
4月8日（水）
10：00〜11：30

1歳半〜未就園児と保護者
8組
4／7（火）
13：30〜

子育て支援センター
「みっけ」

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）

☎0848-76-0888

ベビーヨーガ「はぴはぴ」
4月24日（金）
10：00〜11：30
首すわり〜歩くまでの子と
保護者
講師 吉廣朱美さん（助産師）
10組程度
4／6（月）〜

2カ月〜歩くまでの子と保護者
講師 吉廣朱美さん（助産師）
バスタオル、飲み物
10組
4／13（月）
13：30〜

未就学児の保護者
講師 田中伸欣さん（教育カウン
セラー）
10人程度
3／16（月）〜

はじめてのわらべうたあそび
4月28日（火）
10：00〜11：00

2〜8カ月の子と保護者
講師 前田和子さん（おのみち
わらべ）
10組程度
4／6（月）〜

芸術・文化

未就学児の保護者
10人
講師 高原香枝子さん
4／7（火）〜

☎0845-22-1545

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）

ハイハイまでの子と保護者
手・足型、ハイハイレース
3／26(木）〜

子育て

子育て支援センター
「はぐ」

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）

健康・福祉

向島

子育て支援センター

にこにこタッチケア
4月9日（木）10：30〜11：00

歌って遊んで大きくなあれ＆
お誕生会
4月13日（月）10：30〜11：00

親子でこいのぼりを
絵本の読み語りと
ミュージック・ケア
作ってみよう！
10：30〜11：00
4月20日（月）
・22日（水）
・24日(金） 4月21日（火）
10：00〜15：00
未就学児と保護者
未就学児と保護者
3／18（水）〜

いんのしま

くらしの窓

生口島

はいはいクラブ
親子でできるふれあいあそび
4月2日（木）
10：00〜11：30

情報アラカルト

医療事務講座
受講生募集

相

5月22日〜9月25日の金曜 9：30〜12：40（全17回）
※事前説明会 4月24日㈮ 10：00〜11：00（申込不要）。
総合福祉センター
市民 ※ひとり親家庭優先。 15人（最少遂行人数10人、達しない場合中止）
講師 ㈱ニチイ学館
受講料 56,000円（テキスト代込み）※ひとり親家庭には助成あり。
5月12日㈫
母子・父子福祉センター（☎ 0848 -22- 8385）

談

広報おのみち・令和 2 年 3月
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スポーツ
バドミントン教室受講生募集

■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

●ジュニアの部（対象：小学生）
4月4日から毎週土曜18：00〜19：00
●経験者の部
4月4日から毎週土曜19：00〜21：00
長者原スポーツセンター
●シニアの部（40歳以上）
①4月6日から毎週月曜10：00〜12：00
②4月9日から毎週木曜10：00〜12：00
県立びんご運動公園
【共通事項】
1カ月3,000円
尾道市バドミントン協会事務局
（中村 090 -7975 - 6093）

行事案内

1期：3月27日㈮・4月1日㈬
2期：4月2日㈭・3日㈮
県立びんご運動公園屋内コート
小・中学生
一人一人に細かい指導で、
初めてでも安心です。
8人
講師 フォレストコーストテニススクール
飲み物、運動のできる服装
各開始日の1週間前
びんご運動公園テニススクール
（ 084 - 946 - 5759）

※行事案内は予定のため、変更・中止されることがあります。

3月17日㈫ 第83回尾道グラウンド・ゴルフ交歓大会

持参物
締切
電子メール
ホームページ

び
18日㈬ 春季グラウンド大会
び
弥生杯（テニス）
び
20日㈷ 社交ダンス交流会
び
尾三フェニックスSANBA FC交流大会（サッカー）び
（3／21、4／4）
2020第49回春季大会中国支部予選（野球）び
第23回びんごミズノカップ中学生ソフトテニス び
研修大会団体戦（〜3／21）
第23回うずしお旗争奪少年野球大会
向
第43回尾道地区少年剣道大会
向
21日㈯ 広島県HiFAユースサッカーリーグ
向
第8回メモリアルカップ小学生バレーボール び/長
大会（〜3／22）
/御体
22日㈰ 高円宮杯U-15プログレスリーグ2019（サッカー）
（4／4）び
高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会決勝 向
第53回中国五県軟式野球大会尾道地区予選会 長
（3／29、4／5・12）
23日㈪ でんゆう東部地区グラウンド・ゴルフ大会 び
24日㈫ 第31回尾道びんご会グラウンドゴルフ交流大会個人戦 び
26日㈭ 兵庫県・岡山県・広島県対抗親睦ダブルステニス大会 び
28日㈯ 尾三地区中学生バスケットボール交歓会（3／29） び
おのみちバスCUP（サッカー）
（3／29） び
広島県スポーツ少年団軟式野球大会予選 向
29日㈰ 2020プロ野球ウェスタン・リーグ公式戦 広島VS阪神 び
中国ジュニアスプリング大会（テニス）
（〜3／31）び
第69回全日本実業団バドミントン選手権 長
大会広島県予選
広島県スポーツ少年団軟式野球大会決勝 向

（☎ 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）
び；県立びんご運動公園
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びんご運動公園テニススクール
春休み短期テニス教室

広報おのみち・令和 2 年 3月

4月2日㈭ 尾道グラウンド・ゴルフ花見大会

び

4日㈯ 第5回びんごスプリングカップ中学生ソフトテニス び

5日㈰

9日㈭
10日㈮
11日㈯

12日㈰

13日㈪
14日㈫

研修大会団体戦
広島県スポーツ少年団軟式野球大会
向
第13回広島県ミニテニス交流大会団体戦 び
広島県東部地区稽古会（剣道）
び
スポーツダンス交流会
び
おしひめカップレディース（サッカー）
び
2020HiFAユースリーグ高円宮杯サッカーリーグU15 び
尾道市シングルステニス大会（1日目）
び
第53回中国五県軟式野球大会尾道地区予選会 び
びんご地区社会人サッカーリーグ
び
マクドナルドカップ中国地区学童選手権大会 向
尾道ラグビースクール開校式
向
でんゆうGG東部地区グラウンド・ゴルフ大会 び
尾道市体育協会会長杯グラウンド・ゴルフ交歓大会 向
日本男子ソフトボールリーグ（第1節）
（〜4／12）御ソ
全国ラージ県予選ラージボールダブルス大会（卓球）び
2020JリーグU-14サザンクロスA（サッカー）び
春季広島県高等学校野球大会（1回戦）
（2回戦4／12） び
第13回トークス杯中学ソフトテニス研修大会 び
第73回広島県高等学校総合体育大会バドミントン 長
競技尾三地区予選
広島県剣道審査員講習会
び
高円宮杯U-15プログレスリーグ2020（サッカー）び
尾道市シングルステニス大会（2日目）
び
グラン・ツール・せとうち2020
向
オーストラリア・タウンズヒルハイスクール び
尾道高校ラグビー交流戦
尾道グラウンド・ゴルフ卯月大会
び

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）

3月29日㈰はウエスタン・リーグ公式戦開催のため、交通渋滞が予想されます
3月29日㈰ 12：30試合開始
しまなみ球場（県立びんご運動公園）
プロ野球ウエスタン・リーグ公式戦「広島東洋カープ」対「阪神タイガース」の試合があります。
交通渋滞が予想されるため、観戦する人は早めの出発をお願いします。
※9：00以降、尾道駅前から臨時バスを運行。臨時駐車場（栗原町の旧尾道高校グラウンド）から
シャトルバスも運行。
当日は、びんご運動公園で他の行事が開催予定のため、園内は大変な混雑も予想されます。観戦
の際には公共交通機関をご利用ください。交通ルールを守って十分に注意してご走行ください。
しまなみ球場プロ野球実行委員会（生涯学習課内 0848 -20 -7499）

令和 2 年度第1期キッズスイミングスクール
新規受講者募集

子育て

芸術・文化

健康・福祉

5月19日㈫、東京2020オリンピッ
ク聖火リレーが尾道市を走ります。
当日、ご協力いただけるボランティア
スタッフを募集します。一生に一度に
なるかもしれないオリンピック聖火リ
レーを、みんなで応援しましょう。
募集期間、活動内容、活動場所、
参加資格などの詳細は、市ホームペー
ジをご覧ください。
生涯学習課（ 0848 -20 -7499）

くらしの窓

4月からびんご運動公園プールの再開にともない、受講生を募集します。
※一般利用も可。詳しくはお問合せいただくか、ホームページをご覧ください。
4〜6月
県立びんご運動公園プール
3 歳〜小学 6 年生
水慣れから泳げるようになるまでの練習（レベルに合わせたクラス分け）
15〜20人（各クラスによる） 前期継続者優先（新規の人は定員超の場合抽選）
8,200円／10回（別途スイムキャップ代 510円） 水着、タオル、ゴーグル
往復はがきで
※記入方法はホームページをご覧いただくか、電話でお問合せください。
3月17日㈫ 必着
県立びんご運動公園（ 0848 - 48 - 5446）

みんなで応援
東京2020オリンピック
聖火リレーボランティア募集

■みつぎ子ども図書館（☎0848-76-3111） ●スマホ体験教室
3月24日㈫「入門・基本編」
●小学生人権書道コンテスト作品展
4月14日㈫「はじめて体験編」
開催中〜3月29日㈰
各回10：30〜12：00
■中央図書館（☎︎0848 -37- 4946）
尾道市、三原市、世羅町の小学3 年
生以上の入賞作品を展示
●上映会「火曜名画座」
各回15人  ※要申込。
● 春待ちコンサート
●山崎尚美作品展「日本のまつり」
3月24日㈫、4月14日㈫ 18：00〜
各回約80人
3月29日㈰ 14：00〜15：00
4月10日㈮〜5月10日㈰
●おはなし・えいが会
出演 マホラ・ジャズトリオ  ほか
3月28日㈯、4月11日㈯
■瀬戸田図書館（☎0845 -27-1877）
10：30〜11：30
■因島図書館（☎0845 -22- 8660）
●本のリサイクル市
幼児〜小学3 年生
各回30人
●島の映画館 因島座
3月21日㈯・22日㈰ 10：00〜16：00
● 子ども茶道教室生徒募集（令和2年度）
3月21日㈯・28日㈯ 10：30〜
保存 期限が過ぎた雑 誌・不用に
●アニメ上映会
なった図書等をお譲りします。なく
4月からの原則第2 土曜
なり次第終了。
13：00〜15：00
3月15日㈰・22日㈰ 10：30〜
※10人1グループで各1時間
● 巡回展 大人のための朗読会10周年 ●Seiけしゴムはんこ作品展
「呼吸する季節」
小学生で継続して受講できる人
開催中〜3月31日㈫
お茶席の入り方から盆略点前の習得
しまなみ朗読会「わすれな草」によ
3月21日㈯〜4月12日㈰
る大人のための朗読会10年の軌跡
20人
をたどる特別展
講師 茶道裏千家淡交会尾道支部会員
■向島子ども図書館（☎0848 - 44- 0114）
●まちづくり活動パネル展
年間3,600円（お茶とお菓子代）
●本のリサイクル市
白滝山や大浜地域未来交流館を
※前期・後期の2 回払い。
3月22日㈰〜28日㈯
「住所、名前、年齢、連絡先」を窓口 中心としたまちづくり事業などの紹介
図書館で不用となった文庫本をお
か電話で
譲りします。1人10冊まで。なくなり
3月21日㈯〜31日㈫
次第終了。
3月22日㈰

図書館の催し

芸術・文化
情報アラカルト

相
談
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スポーツ

広報おのみち・令和 2 年 3月

︿キリトリ線﹀

尾道港開港850年記念
国宝高野山文書複製資料初公開

■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

尾道港開港850年を記念し、850
年前に開港したことを証明する文書
（複製資料）を初公開します。
開催中〜3月25日㈬
8：30〜20：00
市役所 1階西側スペース
文化振興課（ 0848 -20 -7425）

尾道市立美術館
花のお江戸ライフ
浮世絵にみる江戸っ子スタイル
3月14日㈯〜5月6日㈬
左の招待券を切り取り、市立美術館で提出
いただくと、1人1回入館無料となります。

音楽のまちづくりギャラリーコンサート
Lis blanc Piano Duo Concert
〜4手で奏でるピアノの世界〜

3月20日㈷ 19：00 ～

しまなみ交流館
新型コロナウイルス
感染症が拡大してい
る状況を受け、中止
島谷佳奈さん（セコンド）
曲目 「勇気100％」
「糸」
になりました。
出演

佐藤政江さん（プリモ）

「宇宙戦艦ヤマト」

チャイコフスキーくるみ割り人形より

「行進曲」 ほか

第30回尾道工芸展・
矢形勇彫刻展

しまなみ交流館（ 0848 -25 - 4073）

桜の花見で賑わう千光寺公園で、
尾道美術協会付設絵画研究所
尾道ゆかりの工芸作家（陶芸・ガラス・
生徒募集
木工等）が集い、展示・販売・体験会
第1・第3日曜 13：00〜17：00
をおこないます。
※開所式
4月5日㈰ 13：00〜
3月20日㈷〜4月5日㈰
おのみち生涯学習センター
9：30〜17：00（入館は16：30まで）
中学生以上
千光寺公園かおり館
洋画（油彩、水彩ほか）、静物画、
（一社）尾道観光協会
人物画、
風景写生
（ 0848 -36 - 5495）
月額3,000円（入会金1,000円）
尾道美術協会
（和田 090 - 9504 - 8851）

おのみち日本語教室
日本語学習支援ボランティア募集

持参物
締切
電子メール
ホームページ

第1回尾道文学談話会
『雨月物語』を読む（６）
—
「吉備津の釜」—
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4月6日㈪ 18：30〜20：00
尾道市立大学サテライトスタジオ
講師 藤沢 毅（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㈹）
広報おのみち・令和 2 年 3月

おのみち日本語教室では、日本語
学習を支援していただくボランティア
を募集しています。
資格・指導経験・語学力は問いま
せん。関心・意欲のある人は、一度見
学に来てみませんか。
毎週火曜 19：00〜20：30
日比崎公民館、向島公民館（市民
センターむかいしま内）
尾道市国際交流推進協議会（秘書
広報課内 0848 -38 - 9395）

第64回尾道市美術展
作品募集
業者搬入受付
5月8日㈮ 10：00〜16：00
一般搬入受付
5月9日㈯ 10：00〜16：00
受付場所 千光寺公園かおり館
応募資格 市内在住か勤務（退職者
を含む）
・通学している人
※中学生以下は除く。
種目 日本画／洋画／彫刻／工芸／
書（漢字・仮名）
／写真／デザイン
※自己制作した未発表作品。
応募点数 1種目につき、1人1点
出品料 作品1点につき1,000円
※高校・大学生は500円。
作品展示（尾道市立美術館）
（前期）5月30日㈯〜6月7日㈰
洋画、写真、工芸、デザイン
（後期）6月13日㈯〜21日㈰
日本画、彫刻、書〔漢字･仮名〕
全日程 9：00〜17：00
（入館は16：30まで／月曜休館）
尾道市立美術館
（ 0848 -23 -2281）

常設展Ⅰ「圓鍔勝三 動植物展」
4月1日㈬〜6月28日㈰
右の招待券を切り取り、圓鍔勝三彫刻美術館で
提出いただくと、1人1回入館無料となります。

︿キリトリ線﹀

圓鍔勝三彫刻美術館

囲碁教室受講生募集（随時受付）
■ 本因坊秀策囲碁記念館囲碁教室
本因坊秀策囲碁記念館（
講師 因島囲碁協会

●初心者囲碁教室
第1・3 土曜
10：00〜12：00
囲碁に興味がある
人・初心者

0845 -24 -3715）

●中級者囲碁教室
月・木・土曜
13：00〜16：00
初段・二 段を目指す人

尾道市囲碁のまちづくり推進協議会
（文化振興課内 0848 -20 -7514）
講師 尾道囲碁協会
●子ども囲碁教室
●女性初心者囲碁教室
土曜 13：00〜15：00
火曜 10：00〜15：00
小・中学生（初心者歓迎）
女性

講師 因島囲碁協会
尾道市囲碁のまちづくり推進協議会
（文化振興課内 0848 -20 -7514）
●レディース囲碁教室
火曜 9：30〜12：00
囲碁に興味がある人・
初心者

●三世代囲碁教室
土曜 10：00〜15：00
親・子・祖父母
（初心者可）

くらしの窓

●女性中級者囲碁教室
火・木曜
10：00〜15：00
女性

■ 因島市民会館囲碁教室

ほかにも各地域で囲碁
教室が開催されています
ので、お問い合わせくだ
さい。

健康・福祉

●碁力養成講座
土曜
14：00〜17：00
2 級〜初段

■ 尾道迎賓館囲碁教室

■特別展「花のお江戸ライフ」
浮世絵にみる江戸っ子スタイル

☎0848-23-2281

■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（祝日は翌日）

9：00〜17：00（入館は16：30まで）
無休

4月1日㈬〜6月28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

☎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 —

■コレクションプラス『植物と絵画』

■館蔵品展 近代日本画

9：00〜17：30（入館は17：00まで）
月曜休館（祝日は翌日）

9：00〜17：00（入館は16：30まで）
無休

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

開催中〜4月5日㈰

10：00〜18：00
水・木曜休館（祝日は開館）

☎0848-20-7831

耕三寺博物館（瀬戸田町瀬戸田）

☎0848-20-1218

3月20日㈷〜6月21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

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）

☎0845-27-3800

☎0845-27-0800

■呉 清源先生ゆかりの碁盤展示中

■所蔵品展Ⅲ

開催中〜5月27日㈬
10：00〜18：00
木曜休館（祝日は開館）

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）

☎0848-20-0400

大人310円、中学生以下無料

☎0845-24-3715

3月20日㈷〜4月19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

「碁聖」と称された因島出身の棋士・本因坊
秀策について、直筆の揮毫入り碁盤などからな
る出張展示を行います。

相

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）
■本因坊秀策囲碁記念館の出張展示

☎0848-37-6555

広報おのみち・令和 2 年 3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

3月14日㈯〜5月6日㈬
大人800円、高校生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）

■常設展Ⅰ「圓鍔勝三 動植物展」

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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生涯学習情報

公民館定例主催講座

１年間継続する講座です。
短期講座は別途お知らせします。
市内在住か通勤・通学している人
講座によって受講料や材料費が必要

「開催公民館名、講座名、住所、名前・ふりがな（子どもは保護
【講座の受付】 往復はがきの往信欄に
者名も）
、年代（子どもは生年月日 ※子育て教室以外は4月からの学年も）
、性別、電話
番号、継続受講者は受講年数」、返信欄に「住所、名前、郵便番号」を記入し郵送
３月31日㈫ 必着 ※定員を超えた場合は抽選（日比崎公民館を除く）。

開催場所・申込先

山波公民館
〒722-0052

山波町1290
☎0848 -37- 8226

■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

18

長江公民館
〒722-0046

長江二丁目10-34
☎0848 -37-9656

講 座 名

あすなろ文庫
子育て教室
（第3木曜日は合同で開催）
楽しく学ぶパッチワーク
季節の料理教室
健康うたごえ教室
子ども囲碁教室（初級・中級）

ボッチャを楽しむ会
第1・3木曜
（ボッチャ：パラリンピック正式種目）

土堂公民館

子ども英語教室

〒722-0032

西土堂町6-44
☎0848 -23 -9662

吉和公民館
〒722-0016

神田町1-15-2
☎0848 -22- 4665

日比崎公民館
〒722-0026

栗原西一丁目3-4
☎0848 -22- 8732

栗原公民館
〒722-0024

西則末町11-32
☎0848 -23 -2107

開 催 日 時

第1〜4土曜
第1・3木曜
第2・3木曜
第1・3水曜
第4火曜
第4金曜
第2・4土曜

①17：00〜17：40
②17：50〜18：30
17：00〜18：30
14：00〜15：30
9 ：00〜11：00
13：00〜15：00
①13：50〜14：20
②14：30〜15：00

参加自由
各クラス
親子15組
10人
15人
20人
10人

5／7

小学生以上

15人

小学1〜3年生
4〜5歳
小学4〜6年生
一般
小・中学生
幼児〜一般

5／23

幼児〜
小学2年生

10人
20人
12人
参加自由

5／12

子ども将棋教室

第1〜4土曜

14：00〜16：00

5／2

小学生

17人

尾道を英語で紹介しよう！

第4火曜

18：30〜20：30

5／26

小学生〜高校生

各生5人

子ども英会話教室

第1・3月曜

①17：00〜17：30
②17：40〜18：10

5／11

幼児〜小学2年生

各クラス
20人

一般

各9人

一般
一般
幼児〜一般
幼児〜
小学2年生

12人
30人
参加自由
各クラス
20人

6／21

一般

参加自由

5／10

小学生

30人

第1・3水曜
第4水曜
第3土曜
第2・4土曜
第2・4土曜

5／19
5／7
5／10
4／4

各8人

第4土曜

前期5／13
後期10／21
13：00〜15：00
5／27
19：00〜20：30
5／16
9 ：00〜12：00
4／11
① 9 ：30〜10：00
5／9
②10：15〜10：45
10：00〜12：00

6／21㈰・ 7／18㈯・
9／19㈯・11／21㈯・ 9：30〜11：30
3／ 6㈯（全5回）
子ども料理教室
「きらめキッズ」 第2日曜（年10回） 10：00〜12：30

〒722−0212

定 員

幼児〜一般
2歳未満
2歳以上
一般
一般
一般
小学生〜高校生

子ども英会話教室

美ノ郷町三成3158-2 三成地区の歴史と自然探訪教室
☎0848 - 48 -5868
※ 開催場所は栗原北公民館と才原なごみ館

藤井川公民館

対 象

4／4
5／7
5／21
5／20
5／26
5／22
5／9

第3火曜
第1木曜
第2日曜
第1〜3土曜

子ども英会話教室

〒722-0215

10：00〜12：00

開始日

大人のおもてなし英会話
子ども料理教室
よしわ文庫

スポーツウエルネス吹矢教室
（初級）
ステージマジック教室
栗原歴史教室
栗原北文庫

栗原北公民館

第2火曜

13：30〜16：30
10：00〜11：30
10：00〜12：00
13：30〜15：30
9 ：30〜12：00
13：30〜15：00
10：00〜11：30

各クラス
10人

ソフトヨガ教室

第2・4木曜

19：30〜21：00

5／14

一般

10人

木ノ庄東分館

ヨガ教室

第2・4火曜

9 ：30〜10：30

5／12

一般

24人

木ノ庄町木梨163
☎0848 - 48 -2622

親子ヨガ教室

第1・3木曜

9 ：30〜10：30

5／21

親子

親子10組

第1・3火曜
第2・3火曜

10：00〜11：30

5／19
5／12

2歳未満
2歳以上

各クラス
親子15組

ヨガ教室

毎週金曜

13：30〜15：30

5／8

一般（女性）

15人

やさしい英会話教室

第1・3火曜

ウクレレ教室
オカリナ教室
終活教室
子ども詩吟教室

第1・3水曜
第1・3水曜
第2火曜
第1・3土曜

5／6
5／6
5／12
5／2

一般
小学4年生〜
大学生
一般
一般
一般
小学生〜高校生

20人

第3土曜

14：00〜15：30
10：00〜15：00
（この時間内で随時開催）
14：20〜15：20
15：30〜16：30
13：00〜14：00
16：00〜17：30

5／5

子どもお茶教室

20人
20人
30人
15人

スマホでエンジョイ講座
向島いけばな子ども教室
子ども抹茶教室
子ども英会話教室
子ども筝曲教室
三世代交流囲碁教室

第2金曜
第1・3土曜
第1・3土曜
第2・4土曜
第2・4土曜
第2・4土曜

19：30〜21：00
10：00〜11：30
10：00〜15：30
9 ：30〜10：10
13：00〜17：00
9 ：30〜11：30

5／8
5／2
5／2
5／9
5／9
5／9

一般
小学生
小学生
小学６年生
小学生〜高校生
小学生以上

15人
10人以上
10人以上
20人
10人
10人以上

美ノ郷町本郷2274-2
☎0848 - 48 - 0001
中央公民館
〒722-0234

東部公民館
〒729-0141

高須町924-12
☎0848 - 46 - 0001

子育て教室
（第3火曜日は合同で開催）

向東公民館
〒722-0062

向東町8670-2
☎0848 - 44 -3955

浦崎公民館
〒720-0551

浦崎町2102-5
☎0848 -73 -3626

向島公民館
〒722-8510

向島町5531-1
☎0848 - 44 - 0683

広報おのみち・令和 2 年 3月

子ども茶道教室

第3土曜

10：00〜12：00

5／16

5／16

幼児〜高校生

10人

15人

【講座の受付】

各公民館で受付。詳しくは、各公民館にお問い合わせください。
開催場所・申込先

菅野公民館

☎0848 -76 -1899

上川辺公民館

☎0848 -76 - 0301

講 座 名
子ども茶道教室

☎0848 -76 -2323

☎0848 -76 -1981

今津野公民館

☎0848-78-0405

☎0848 -76 - 0050

大和公民館

☎0848 -76 - 0692

☎0845 -22- 0418

☎0845 -22- 0537

中庄公民館

☎0845 -24 - 0009

☎0845 -24 -1001
☎0845 -28 - 0219

瀬戸田公民館

☎0845 -27-1878

9 ：00〜12：00

4／12

小学生以下

4／13

小学生

4／14

小学生

17：00〜18：45

第1土曜

子ども絵画教室

第2・4日曜

子ども英会話教室

第2・4月曜

子ども書道教室

第2・4火曜

茶道教室

第2土曜・第4木曜

リハビリテーション教室

鉦太鼓踊り教室

子どもお茶教室

第3土曜

第2・4土曜

第3土曜

①16：00〜16：30

②16：45〜17：15

16：00〜19：00

4／1

10：00〜11：00

4／18

20：00〜22：00

4／11

9：00〜12：00

9 ：00〜11：00

4／11

小学生〜一般

5／16

一般

第2金曜・第4月曜 10：30〜11：30

4／10

フラケイキ（子どもフラ教室）

第2・4土曜

4／11

郷土芸能伝承教室

健康マージャン教室

19：30〜21：00

第3土曜

19：00〜20：00

第3土曜

講 座 名

19：15〜20：00

13：30〜15：30

開 催 日 時

初心者囲碁教室（月曜）

第1・3月曜

13：30〜17：00

フリースケート教室

第1・3土曜

10：00〜12：00

初心者囲碁教室（土曜）

第2・4土曜

子ども料理教室

第3土曜

健康マージャン教室

毎週月・水曜

子ども日本舞踊教室

毎週土曜

簡単旬の料理教室
子ども書道教室

初心者囲碁教室

リフレッシュ健康体操教室

楽しい囲碁教室

第4金曜

20人

30人
10人

10人

20人

20人
20人
15人

20人

20人
13人

15人

一般

12人

開始日

対 象

定 員

4／6

一般

20人

4／4

一般

小学生

4／1

一般

各曜日40人

幼児〜中学生

10人

9 ：30〜13：00

13：00〜16：00

4／24

一般

一般

10：00〜12：00

第3金曜

14：30〜17：00

4／17

4歳以上

20人

10：00〜11：30

4／4

小学生以上

20人

10：00〜12：00

4／9

一般

20人

4／18

13：30〜15：00

4／13

13：30〜14：30

18：00〜19：30

馬神太鼓教室

毎週火曜

19：00〜20：00

伝統踊りの教室

第2・4木曜

19：30〜21：00

3B体操教室

第1・3水曜

9 ：30〜11：00

こころイキイキ体操教室

第1土曜

第1・3木曜
第3月曜

第2か3土曜

幼児〜一般

13：00〜16：30

第1・3火曜

第2・4木曜

4／11

30人

第2・4土曜

第1・3土曜

小学生〜高校生

20人

30人

17：00〜19：00

第2・4月曜

4／2

20人

毎週木曜

16：00〜16：40

子ども囲碁将棋教室

20人

5／16

第2・4水曜

童話教室（歌の広場）

幼児〜中学生

20人

9 ：00〜13：00

こども書写教室

コーラス教室

一般

20人

20人

4／11

毎週火・金曜

元気はつらつ体操

4／18

一般

15人

10：00〜12：00

子ども相撲教室

スポーツ吹き矢教室

一般

幼児〜一般

4／1

大人の鍵盤ハーモニカ教室

第1・3水曜

一般

小学生〜一般

4／21

沖縄エイサー教室

小学生

4／2

9 ：30〜10：30

20：00〜22：00

小学生以下

幼児〜小学生

第3火曜

毎週木曜

10人

4／18

ヨガ教室

綾目神楽教室

小学生〜中学生

6月
5月

4／7

小学生
一般

20人
10人

30人

幼児〜一般

4／9

一般

15人

4／1

一般

10人

一般

20人

4／16

13：30〜15：00

4／20

10：00〜11：30

小学生

10人

20人

4／7

14：00〜15：00

10：00〜11：30

一般

20人

5／9

4／11

一般

一般

小・中学生

20人
15人

15人

談

東生口公民館

4／18

毎週水曜

4／9

相

大浜公民館

9 ：30〜11：30

子どもコーラス教室

第3金曜

情報アラカルト

☎0845 -25 - 0016

小学生〜中学生

19：00〜21：00

将棋教室

重井公民館

4／17

第2木曜

こども空手教室

20人

芸術・文化

田熊公民館

19：00〜21：00

こども舞踊教室

10人

小学生〜中学生・一般

スポーツ

三庄公民館

小学生〜中学生

4／3

子育て

☎0845 -22- 0032

4／11

19：30〜21：00

開催場所・申込先

土生公民館

13：00〜15：00

毎週金曜

定 員

健康・福祉

綾目公民館

対 象

くらしの窓

河内公民館

第2土曜

開始日

空手教室

子ども茶道教室

市公民館

開 催 日 時

10人

広報おのみち・令和 2 年 3月
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図書館の講座

中 央 図 書 館（ ☎ ０８４８

第2・4火曜 18：00〜2時間程度
（休館の場合翌日）
一般
80人
読んでねブックおはなし会

おはなし会

-

４
- ９４６ ）

第2・4土曜 11：00〜11：30
幼児〜小学3年生
100人
川柳教室

２２

８
- ６６０ ）

第2土曜 10：10〜11：30
一般
30人
古文書に親しむ会
第3日曜 14：00〜16：00
一般
30人
おはなし会
毎週土曜 14：00〜14：30
幼児〜小学3年生
15人
英語によるおはなし会
月１回日曜 13：30〜14：00
幼児〜小学生
15人

■総合福祉センター
講 座 名

開 催 日 時

尾道お手玉フレンド

第１・2・3金曜 13：30〜15：30

年2,000円

料

尾道お笑いの会

第１・3火曜

13：30〜15：30

年1,000円

木曜コース

19：00〜21：00

第１・3金曜コース 13：30〜15：30

金

年1,000円

日

程

５ 月15日 ㈮
６ 月12日 ㈮

■環境資源リサイクルセンター

持参物
締切
電子メール
ホームページ

20

食廃油石けんづくり
手すきはがき作り

開催日
申込による

EMボカシ・EM活性液講習会 月１回水曜
木工教室
自転車修理教室
ダンボール箱
コンポスト学習会

月１回日曜
第１木曜

環境資源リサイクルセンター
（☎・ 0848 - 48 -2212）
広報おのみち・令和 2 年 3月

料

金

募集期限

200円

団体申込か
募集時

100円
無料
実費
300円
600円

第2・4水曜 10：30〜11：00
0・1・2歳児と保護者
30人
折り紙教室
第3土曜 10：30〜11：30
幼児〜小学生
20人
ストーリーテリングの世界へようこそ
第3日曜 11：00〜11：30
幼児〜小学生
20人

４４

お手玉教室
第4日曜 14：00〜15：00
幼児〜小学生
20人
大人のための朗読会
年3回（5・10・3月）実施予定
中学生以上
300人
しの笛コンサート
年2回（4・9月）実施予定
幼児〜小学生
30人

２７

おはなしと音を楽しむ会
第1土曜 10：30〜11：00
幼児〜小学生
20人
おはなし会
第2土曜 11：00〜11：30
幼児〜小学3年生
20人

10：00〜11：30（4月・3月は10：00〜12：00）
しまなみ交流館
市内在住の60歳以上
年3,000円（申込時）※市社協各支所でも申込可。
尾道市社会福祉協議会（☎0848 -22- 8385）
４ 月10日 ㈮

※随時募集中。
（一社）
尾道市公衆衛生推進協議会
（☎0848 -24 -1177）

講 座 名

プレママ・0・1・2歳児対象おはなし会

尾道市社会福祉協議会の講座
（尾道いきいき大学教養講座）

尾道市公衆衛生推進協議会の講座

健康体操

第１水曜 10：30〜11：00
0〜3歳児と保護者
30人

瀬戸田図書館
（ ☎ ０８４ ５ １
- ８７７ ）

みつぎ子ども図書館

（ ☎ ０８４８ ３
- １１１ ）
７６

よちよちまめっちょおはなし会

０
- １１４ ）

えいが会

３7

第1土曜 14：00〜14：30、
第2土曜11：00〜11：30
幼児〜小学校中学年
30人

-

第2・4土曜 10：30〜11：00
幼児〜小学3年生
30人

-

■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

因 島 図 書 館（ ☎ ０８４５

第1金曜 10：30〜11：00
（休館の場合翌週）
0歳〜未就園児と保護者
30人

わくわくおはなし会

向 島 子 ど も 図 書 館（ ☎ ０８４８

火曜名画座

おはなし会
第1・4土曜 13：30〜15：30
幼児〜小学3年生
15人
おはなし会「はじめての絵本」
第1水曜 10：30〜11：00
0〜3歳児と保護者
15人
英語でおはなし会
第2日曜 10：30〜11：00
幼児と保護者
15人
島の映画館 因島座
第3・4土曜 10：30〜
一般
30人
アニメ上映会
第3・4日曜 10：30〜12：00
幼児〜一般
30人
ライブラリーコンサート
年4回（5・8・11・2月）13：00〜14：00
一般
150人
因島文学散歩（要事前申込）
第3水曜 10：30〜12：00
一般
20人
音読を楽しむ会
第1火曜 13：30〜15：00
一般
15人
古文書学習会（要事前申込）
第4木曜 10：15〜12：15
一般
30人
読書会（要事前申込）
第4日曜 14：00〜16：00
一般
15人
折り紙教室（要事前申込）
年4回（5・8・11・2月）10：30〜12：00
児童〜一般
20人
囲碁教室（要事前申込）
第1・3・5土曜 10：30〜12：00
幼児〜一般
15人
スマホ体験教室（要事前申込）
第2・4火曜 10：30〜12：00
一般
15人

９月４日㈮
10月 ９ 日 ㈮
11月13日 ㈮

募集時
12月11日 ㈮
3 月12日 ㈮

演題・講師（敬称略）
〜オリンピックに携わって〜世界の国旗、地球を結ぶわたしたちの旗
吹浦忠正（東京2020組織委アドバイザー）
書状から読み解く明智光秀像
飛鳥井 拓（亀岡市文化資料館学芸員）
キャッシュレスとは〜キャッシュレスの基本と注意点〜
伊藤志保（ファイナンシャルプランナー）
大切にしたい方言の暮らしと思い出〜母の言葉から〜
灰谷謙二（尾道市立大学芸術文化学部教授）
平安時代の生老病死
榊原恒司（NPO法人長井浦文化財研究所副理事長）
わたしたちがつくる「幸齢社会おのみち」
〜地域生活課題の予防・発見・解決のしくみ〜
渡辺晴子（広島国際大学医療福祉学部准教授）
高齢者に関わる身近な法律問題について
〜成年後見制度と悪質商法を中心に〜
佐藤邦男（弁護士法人広島みらい法律事務所尾道支所弁護士）
認知症が私たち家族にくれたギフト
信友直子（映画監督・ノンフィクション作家）

勤労青少年ホーム講座・クラブ会員募集
対

象：原則、市内在住か勤務先のある15〜34歳（学生を除く）
※各講座で定員に達しない場合、対象者以外の受講も可能です。お問合せください。
受 講 料：無料（教材費・材料費などは実費）
年 会 費：1,200円（100円/月）
申込必要物：運転免許証、健康保険証などの本人確認が出来るもの
受 付 開 始：3月10日㈫14:30～
☎0848-22-5396／平日13：00〜21：00

■４月開講予定の講座

▲ 勤労青少年ホームは

千光寺公園内にあります

※5月以降開講講座は広報・市ホームページなどに掲載。

講座・クラブ名

開講時間

英会話

第1・3木曜
（24回）

19：00～20：30

正しい文法と発音を重視する英語会話です。

中国語

第1・3水曜
（20回）

19：00～20：50

基礎を学び、楽しく会話を学びます。

韓国語

第1・2月曜
（24回）

19：15～20：50

会話中心の講座です。

料理 (前期・後期)

第2・4木曜
（各12回）

19：00～20：50

家でも作れるメニューなど料理を楽しく学びます。

春・夏のおもてなしクッキング

4～9月第1木曜
19：00～20：50
（6回）

コメント

月に１度、春夏の季節に応じた“おもてなし料理”を作ります。

19：00～20：50

一人で着付けて、おでかけできるようになります。

ペン習字

第1・3木曜
（24回）

19：00～20：50

楷書や行書、ひらがなが美しく書けるようになります。

煎茶

第2・4月曜
（20回）

19：00～20：50

心のこもったお茶が出せるように煎茶道を楽しみます。

茶道 (裏千家）

第1火曜
（15回）

19：00～20：50

お茶やお菓子のいただき方から学んでいきます。
初心者大歓迎です。

生け花 （池坊）

第1・3水曜
（22回）

19：00～20：50

池坊の自由花をもとに花を生けます。

4～9月第2水曜
19：00～20：50
（6回）

子育て

第1・3水曜
（18回）

健康・福祉

着付け

アートフラワー

くらしの窓

開 講 日

素敵な作品を自分の手で作ります。お気軽に体験を。

19：30～20：50

キックボクシングの運動で楽しくリフレッシュと
シェイプアップを図ります。

リラクゼーションヨーガ

第1・3金曜
（24回）

19：00～20：30

体操と呼吸法を使ってリラクゼーションを深め、
瞑想法などを行います。

誰でも踊れる楽しいヒップホップダンス

第1月曜
（12回）

19：30～20：50

初心者のためのダンスです。
音楽に合わせて楽しく体を動かします。

女子フットサルクラブ

毎週月曜

19：00～20：50

初心者歓迎です。(初心者限定で男性も参加できます)

バドミントンクラブ

毎週火曜

19：00～20：50

男女でやっています。体験も待っています。

バレーボールクラブ

毎週木曜

19：00～20：50

初心者・経験者・男女混合、楽しい雰囲気でやっています。

フットサルクラブ

毎週金曜

19：00～20：50

健康維持のため楽しくフットサルをしています。体験も待ってます。

芸術・文化

第2・4水曜
（24回）

スポーツ

女性のためのシェイプアップキック

情報アラカルト

※複数の受講も出来ます。
（年会費は変わりません）
※年度途中いつからでも入会出来ます。
※講座体験はお気軽にお問合せください。
※どなたでも受講できる1day講座や交流イベントもあります。

相

https：//www.city.onomichi.
hiroshima.jp/life/1/6/33/
1day講座や各種講座の情報を、
随時ご案内しています。

Instagram、Twitterで
講座の様子を発信しています
＠onomichi_home

＠onomichi_home

←Instagram QRコード

←Twitter QRコード

広報おのみち・令和 2 年 3月

談

市ホームページでも
講座情報を掲載しています
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情報アラカルト
お花見イベント情報
西國寺ライトアップ

因島大橋

旧市街地
お花見シーズンの
交通規制について

■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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渋滞緩和のため、千光寺公園周辺で交
通規制を行います。
区間 市道千光寺登山線（千光寺公園駐
車場〜千光寺公園グラウンドまで）
千光寺公園

シトラスパーク瀬戸田
3月28日㈯・29日㈰、4月4日㈯・5日㈰
各日10：00〜17：00
車両（2 輪のものを除く）
規制内容 西行き（栗原本通り方向）の
一方通行
※栗原側から千光寺公園への自動車で
の来園は出来ません。
※栗原から長江方向への通り抜け不可。
※千光寺公園からの下山は栗原方面のみ
可能。
（一社）尾道観光協会
（ 0848 - 36 - 5495）

浄土寺

花見の時期は運行時間延長
千光寺山ロープウェイ
期間 3月28日㈯〜4月12日㈰
運行時間 月〜木曜 9：00〜18：00  
金・土・日曜 9：00〜19：00
※4月4日㈯は21：00まで延長。
※桜の開花状況により、延長の日時を変
更することがあります。
千光寺山ロープウェイ
（ 0848 -22 - 4900）

ここはどこでしょう？

広報おのみち・令和 2 年 3月

向島から見た旧市街地

第７7回

俳句と一緒にお花見を
おのみち俳句まつり

瀬戸田

耕三寺桜まつり
全国から「春」をテーマに募集した俳
句をぼんぼりにして夜桜をライトアップし
お花見の時期に、耕三寺博物館で、多
ます。
彩なイベントを開催します。
3月14日㈯〜4月12日㈰
3月25日㈬〜4月5日㈰
※ぼんぼりの点灯は、18：00〜翌朝6：00
耕三寺博物館
千光寺公園
SNSライブ投稿企画、桜写真・俳句コ
（一社）尾道観光協会（ 0848 - 36 - 5495）
ンテスト、桜しおり作り、子ども向けお
花見クイズ
耕三寺入館料（大人1,400円、大学生
御 調
1,0 0 0円、高校生80 0円、65歳以上
1,200円）※中学生以下無料。
みつぎ桜まつり
耕三寺博物館（ 0845 -27- 0800）

桜の開花時期に合わせてシトラスパー
ク瀬戸田を臨時開園します。
3月28日㈯〜4月7日㈫
9：00〜16：00
※電気、水道、物販等はないため、飲食
物等の持参をおすすめします。
瀬戸田支所しまおこし課
（ 0845 -27-2210）

サンセットビーチ桜まつり
4月5日㈰ 10：00〜14：30
瀬戸田サンセットビーチ
ステージ ダンス、和太鼓演奏など
物産市 レモン・柑橘販売、各種出店
体験 ヨガ、グラウンドゴルフなど
せとだ桜まつり実行委員会（瀬戸田支
所しまおこし課 0845 -27-2210）

■商店街
一 般パレード、子育て応 援 広場
（イクちゃんベビールームとこいのぼり
作り）
■尾道水道
海上保安部海上パレード、海上保
安部巡視艇体験航海、尾道みなと祭
クルーズ、海技学院教習艇体験乗船
会、ヨットイルミネーション
■尾道駅前周辺
お茶席、いけばな展、囲碁のまち
PR事業、春の吹奏楽祭、大正浪漫着
物ファッションショー、飲食屋台村
■長江口バス専用駐車場
ふるさとステージ
■市内一円
謎解きをしながらの回遊イベント

情報アラカルト

ええじゃんSANSA・がり運営
ボランティア、ごみ分別回収ボ
ランティアを募集しています。

相

※詳しくは公式ホームページをご覧
ください。
尾道港祭協会事務局
（観光課内 0848 -38 - 9184）
http://www.onomichi-matsuri.jp/

広報おのみち・令和 2 年 3月
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る状況を受け、中止
になりました。

シトラスパーク瀬戸田
春季臨時開園

芸術・文化

4月5日㈰ 10：00〜15：00（予定）
ホテルいんのしま前広場
※雨天時：尾道市営中央駐車場
ステージイベント、フードブース
出演 因島村上水軍陣太鼓、因島南中学
校水軍太鼓、因島南中学校吹奏楽部、
新型コロナウイルス
因島高等学校吹奏楽部
ほか
（一社）
因島観光協会（ 0845 -26 - 6111）
感染症が拡大してい

4月26日㈰

ええじゃんSANSA・がり踊りコンテスト
幼児・小学生・中学生部門
駅前ステージ
保育園児ええじゃん、神輿披露、フィ
ナーレ（ベッチャーサンバ・ベッチャー
太鼓）

スポーツ

いんのしまさくら祭

ええじゃんSANSA・がり踊りコンテスト
一般・グランプリ部門
駅前ステージ
開会セレモニー（幼稚園児ええじゃん）
、
ミス尾道交代式、姉妹都市郷土芸能
披露 ほか

子育て

島

4月25日㈯

健康・福祉

因

尾道

くらしの窓

4月5日㈰ 10：00〜14：30
圓鍔勝三彫刻美術館
○館内 琴、舞踊、剣舞、フラダンス、
ミュージックベル
○創作棟 お茶席
1,000円（入館、お茶席、記念品付）
新型コロナウイルス
※チケットは圓鍔勝三彫刻美術館、御調
感染症が拡大してい
支所、
尾道しまなみ商工会御調支所で
取り扱い。
る状況を受け、中止
みつぎ桜まつり実行委員会（圓鍔勝
になりました。
0848 -76 -2888）
三彫刻美術館内

あなたのまつり
わたしのまつり
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お知らせ
4月12日㈰は自転車に
注意を

■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

尾道市都市公園の占用料が
変わります

プレミアム付商品券の
使用期限は3月31日㈫まで

固定資産税評価額の評価替え等に
伴い、4月1日から市の都市公園占用
料を改正します。
詳しくは、3月中旬以降に市ホーム
ページでお知らせします。
まちづくり推進課
（ 0848 -38 - 9225）

プレミアム付商品券
の使用期限が迫ってい
ます。期限を過ぎると
使えなくなり、未使用
の商品券の払い戻しも
できません。ご注意ください。
※商品券は加盟店約650店舗で使用
できます。
プレミアム付商品券コールセンター
（ 0120 - 085 -137）
https://premium-gift.jp/onomichi/

当日は「グラン・ツール・せとうち
2020」で、多くの自転車が走行する
ことが見込まれます。車両の運転や
通行にご注意ください。
4月12日㈰ 7：00〜18：00
しまなみ海道沿線（向島〜生口島）
の島内道路・架橋部の自転車道
農薬を散布するときは
グラン・ツール・せとうち事務局（広島
近隣住宅地などへ配慮を
テレビ放送内 082- 567-2500／
平日10：00〜18：00）
■飛散防止に配慮を
・飛散の少ない農薬（誘引、塗布、樹
幹注入や粒剤など）の活用や、最小
地球温暖化対策への取り組み
限の区域の散布に努める。
『COOL CHOICE』宣言
・風の強さや向きに注意し、学校や
尾道市では、地球温暖化対策につ
通学路では子どもたちに影響が出
ながるあらゆる「賢い選択」を促す国
ないよう天候や時間帯を選ぶ。
民運動『COOL CHOICE』を推進 ・クロルピクリン等揮発性が高く、強
しています。
い刺激臭があるものを使用する場
温室効果ガスの排出を抑える「製
合は、特に周囲に十分注意を払う。
品への買換え」・「サービスの利用」・ ■事前周知を十分に
「ライフスタイルの選択」など、生活の ・周辺住民へ、使用目的・散布日時・
中のさまざまな場面で私たちができ
使用農薬の種類などを知らせる。
ることを考えてみましょう。
・化学物質に敏感な人が居住してい
ないか確認し、十分に配慮する。
■できるだけ使用しない
防虫網を活用するなど、住宅地周
辺ではできるだけ農薬を使用しない
管理に取り組む。
【尾道市役所の取組】
●庁舎の電灯のLED化や消灯の習慣
化による節電
●急加速、急停止をさけた公用車の
エコドライブ
●近距離の移動に自転車を積極的に
取り入れた「バイクビズ」の実施
●マイバッグ・マイボトル・マイ箸の利
用によるごみの削減
環境政策課
（ 0848 -38 - 9434）

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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催し
第4回せとだレモン祭
～♡するれもんの島～
レモン生産量日本一の生口島にて
開催する体感レモンイベントです。

ラベルに記載された内容を厳守し、
農薬の適正な管理に努めましょう。

農林水産課
（ 0848 -38 -9473）

3月22日㈰ 10：00〜15：00
瀬戸田市民会館広場等
レモンを使ったグルメ屋台、グッズ
販売、競技、音楽祭など
せとだレモン祭実行委員会
（
（一社）尾道観光協会
0848 -36 - 5495）

etc…

教室・講座

シルバー料理教室
旬の食材を使って、楽しく料理を作
りましょう。
3月24日㈫ 10：00〜13：00
生きがい活動推進センター
市内在住の60歳以上の女性
20人  ※要申込。
シルバー人材センター
（ 0848 -20 -7700）

企業ガイダンスinおのみち
参加企業募集

令和 2 年度医師確保奨学金
奨学生募集

議会だよりモニター募集

次のいずれかに該当し、将来医師
として市の公立病院で従事する意
思を有する人
①大学の医学を履修する課程に在
学する人
②研修医として病院で医療を実地
で研修している人
受付期間 4月1日㈬〜5月7日㈭ 必着
貸付金額  月額20万円以内
※市の公立病院で医師として勤務す
れば、奨学金の返還を全部または
一部免除。
募集定員  4人  ※面接あり。
市ホームページの申請書類を郵送
か健康推進課窓口へ提出
〒722 - 0017 門田町22 - 5
健康推進課（ 0848 -24 -1961）

健康・福祉
子育て
スポーツ
芸術・文化
情報アラカルト

尾道市議会では、議会だよりのよ
り一層の充実を図るため、皆さんから
意見を伺う「議会だよりモニター」を
募集します。
因島フラワーサポーター
市内在住の満20歳以上で、議員や
募集
市の職員でない人
※
「議会だより」に顔写真と名前を掲
因島フラワーセンターの花植え等の
載可能な人に限る。
ボランティアスタッフを募集します。
活動内容 ①議会だよりモニター説
毎週火曜 9：30〜11：30
明会（4月中旬開催予定）に出席
因島フラワーセンター内
②議会だよりに関するアンケートに回
センター内の植物育成等の補助
答し、意見を述べる
※月1回からの参加も可。
任期  選任された日から令和3 年3月
10人程度
31日まで
名前・連絡先を電話かFAXで
10人以内（応募者多数の場合は抽選）
4月7日㈫
「住所、名前、年齢、性別、電話番
因島総合支所しまおこし課
号」を記入のうえ、郵送かFA X、
（ 0845- 26- 6212／
メールで
0845- 22- 2203）
※応募用紙は議会事務局で配布、任
意様式でも可。
3月31日㈫
議会事務局
（ 0848 -38 - 9371
0848 -38 - 9339）
gikaidayori@city.onomichi.hiroshima.jp

くらしの窓

高校生の市内企業への就職促進と
職場定着を目的に、令和2年度（令和
3年3月）高等学校卒業予定者を対象
とした企業ガイダンスを開催します。
6月2日㈫ 14：00〜16：30
県立びんご運動公園
市内に本社か高卒求人を予定する
事業所がある企業
4月30日㈭
※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）
http://onomichi-f.com/

募集

etc…

相
談
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尾道市歩け歩け会
会員募集（令和２年度）
自力で歩ける人（市外の人も可）
350人 ※参加は会員限定。皆勤賞あり。
年会費 中学生以上  1,000円
小学生以下・80歳以上  500円
4月18日㈯ 9：00〜15：00に市役所
１階ロビーへ来所
尾道市歩け歩け会
（大本 090 - 4572 - 0216）
実施日
5 月17日 開会式

行き先
因島・白滝山登山

月 例 会

8 月16日 さわやか早朝登山体操（千光寺山）
9 月 6 日 大山道トレッキング
10月18日 せら夢公園トレッキング
11月15日 鷲羽山・風の道トレッキング
2 月21日 摩訶衍寺ウォーキング
3 月21日 地蔵鼻〜千年松海岸ウォーキング
7 月19日 石見銀山周辺トレッキング

びんご人材ネットワーク
「まなびんご」講師募集
語学や芸術、スポーツなど、さまざまな
分野の知識や技能を持ち、講師として活動
したい人を募集します。登録情報は、
リーフ
レット等で利用者へ紹介します。

募集種目

11月29日 秋吉台地トレッキング
一般
幹部候補生

11月 8 日 第38回尾道市民健康まつり

パブリックコメント募集
尾道市歴史的風致維持向上
計画の変更（案）
歴史的風致維持向上計画について、事
業の追加等を行うため、パブリックコメン
トを募集します。
公表期間・意見募集期間
4月6日㈪〜5月7日㈭
意見・市の考え方の公表予定時期
5月中旬
意見提出できる人（次のいずれかに該当）
①市内に住所・所在地を有する人・団体

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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国税専門官募集
受験資格 平成 2 年 4月2日〜平成11年
4 月1日生まれの人、平成11年4月2日
以降生まれで大学を卒業又は令和 3 年
3月までに大学を卒業する見込みの人
など
第1次試験 6月7日㈰
受験受付期間 3月27日㈮ 9：00〜4月
8日㈬（郵送・持参の場合 3月30日㈪
まで）
原則インターネットで
※インターネット申込ができない場合は、
受験申込書を国税局に郵送か持参で。
広島国税局（ 082 -221- 9211）
http://www.jinji‐shiken.go.jp/
juken.html

歯科・
薬剤科
医科･歯科
幹部自衛官

受験資格

院卒者

自 主 参 加

9 月19日
花薫る尾道みつぎ里山ウォーク
（予定）
11月 1 日
花と潮風薫る向島ウォーク
（予定）

詳しくは市ホームページをご覧ください。
生涯学習課（ 0848 -20 -7444）

自衛官募集
大卒程度

特別例会

■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

6 月21日 国営・備北丘陵公園ウォーキング

②市内の事業所・学校等に通勤・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
※意見書の書式は自由（住所・名前の記載は必須）。
参考書式は市ホームページからダウンロード可。
公表場所  市ホームページ、市役所１階ロビー、
まちづくり推進課、文化振興課、各支所
〒722 - 8501 久保 一丁目15 - 1
まちづくり推進課（ 0848 - 38 - 9223
0848 - 38 - 9295）
toshi@city.onomichi.hiroshima.jp

22歳以上26歳未満の者
※20歳以上22歳未満は
大卒（見込含）、修士課
程 修 了等（ 見 込含）は
28歳未満の者。
修士課程修了等（見込含）
で20歳以上28歳未満の者

受付期間（締切日必着）

試験日

受付中〜
5／1㈮

【一次試験】
5／9 ㈯・10 ㈰

受付中〜
4／17 ㈮

5／8 ㈮

専門の大卒（見込含）で20歳
以上30歳未満（薬剤科は20
歳以上28歳未満）の者

医科

医師免許取得者

歯科

歯科医師免許取得者

一般曹候補生

18歳以上33歳未満の者

受付中〜
5／15 ㈮

【一次試験】
5／23㈯

自衛官候補生

18歳以上33歳未満の者

随時

受付時に連絡

受付中〜
4／10 ㈮

4／18 ㈯〜22 ㈬
のいずれか1日

予備
自衛官補

一般

18歳以上34歳未満の者

技能

18歳以上で国家免許資格等
を有する者（資格により年齢
の上限あり）

自衛隊広島地方協力本部尾道出張所（ 0848 -22 - 6942）
http://www.mod.go.jp/pco/hiroshima/

今治市へ行こう！ 姉 妹 都 市
第３回「しまなみ第九」演奏会

ベートーヴェン生誕250年となる今年、今治市民の力を合わせた演奏会を開催。
独唱のほか、交響曲第9 番 4 楽章合唱付を演奏。
新型コロナウイルス感染症が拡大して
3月21日㈯ 15：00〜16：30
今治市中央公民館（今治市南宝来町1 - 6 - 1）
いる状況を受け、延期になりました。
500円
しまなみ第九実行委員会（ 0897-72 - 8535）

第37回全国都市緑化ひろしまフェア

3月19日㈭ ～
ひろしま はなのわ 2020 11月23日㈷

■オープニングイベント
「びんごはぴねす花笑グリーンマルシェ」

■春限定！
フラワーカーペットinびんご

健康・福祉

3月20日㈷
県立びんご運動公園
如水館中学校・高等学校のチアリーディング部
によるパフォーマンスや花緑のワークショップ、
食やグッズを中心としたマルシェ
県立びんご運動公園（ 0848 - 48 - 5446）

くらしの窓

いよいよ3月19日から「第37回全国都市緑化ひろしまフェア」
（ひろしま はなのわ 2020）
が、広島市の旧市民球場跡地とその周辺をメイン会場に県内全域で開催されます。
協賛会場のびんご運動公園では 3月20日㈷のオープニングイベントをはじめ、期間
中、多くの協賛イベントを開催。健康スポーツセンターでは、情報コーナーを設け、尾道
市をはじめ、県内各所のスポットイベントを中心とした情報をPRしています。期間中は、
スタンプラリーも実施していますので、県内全域でフェアをお楽しみください。
※詳しくは公式ホームページ（「ひろしま はなのわ 2020」で検索）をご覧ください。

健康スポーツセンター前の広場には、
春限定で、絶好のフォトスポットになる彫
刻と花壇が融合した作品が出現します。

子育て

如水館高等学校
チアリーディング部

■花迷路・尾道帆布のブランコ

花迷路・尾道帆布のブランコ（イメージ）

スポーツ

冒険の森には、花壇やお花の迷路が出現。
はなのわ期間限定の「尾道帆布のブランコ」
も楽しめます。
フラワーカーペット in びんご（イメージ）

■冒険の森

芸術・文化

遊具使用開始 お待たせいたしました。3月19日から冒険の森の遊具
が使用できます。また、幼児用の遊具１基を新しい遊具に更新します。バリアフリー
対応した誰もが楽しめる遊具ですので、ぜひ、遊びにきてください。

情報アラカルト

■スキー・スノーボードジャンプエリア登場 ジャイアントスロープ内にスキー・スノー
ボードジャンプエリア（有料）が登場します。雪のない季節にウインタースポーツを楽し
めます。
（公園管理業者の自主事業です。）
県立びんご運動公園（ 0848 - 48 - 5446）

相
談

広報おのみち・令和 2 年 3月

27

やさしさが
つながる

Series

59

地域おこし協力隊 って

こんなことをしています

柿の里、また米どころといった特色をもつ御調町への着任当初は、
新しく来たこのまちのことをとにかく知ることから始めていきました。
尾道柿園の宗康司さんのもとでの柿の収穫・加工や、地域の田植
え、広島無形文化財にも登録されている「みあがりおどり」など、実際
に暮らしを体験しながら、体当たりで地域のことを知っていきました。

伝える

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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語る

知る

■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

地域おこし協力隊とは、都市部からの人材を受
け入れ、地域協力活動を行いながら定住・定着を
図ることで、地域の活性化を目指す制度です。
尾道市では、御調町と瀬戸田町で１人ずつ、
２人が活動しています。それぞれの町の魅力発信
をはじめ、地域の人たちと一緒に、地域資源を活
かした活動や課題の解決につながる活動を行っ
ています。今回は、御調町での活動の様子をご紹
介します。

地域おこし協力隊

黒田信二

鹿児島県出身
平成29年5月より、御調町で活動中。

公民館や小・中学校で、子どもからお年寄りま
で幅広い年齢の人達と地域の魅力や課題を語り合
い、これからの御調のすがたを探しあいました。

御調町の豊かな歴史と自然、そして
人の想いを知った後は、それらの地
域の宝を、地域内外の人に伝えるこ
とに取り組みました。
活動の一つとして収集した御調町
の古写真を市役所本庁舎ロビーに展
示・紹介したほか、ウォーキングイベ
ントで町の成り立ちや昔の痕跡を実
際に見て歩きました。

地域の人に聞きました

さん

道の駅クロスロードみつぎ駅長

石原 和典

つくる

くらしの窓

いち

市公民館長

健康・福祉

八津口 哲行

また、地域の中では、2019年2月に「チームクロスみつぎ」
を創設。御調を盛り上げようという気持ちを持つ人が集まり、
サイクリング関係者や農業経営、旅館経営など、さまざまな
人がメンバーとして活動しています。
もともと何か地域のために行動を起こしたいと思っていた
人たちが、ここでつながりをつくることができ、一人ではでき
なかったことが実現できるような場となりました。
町内の「見どころＭＡＰ」の作成や、サイクルイベント、道の
駅での夏祭りなどを催し、御調町が元気になるような活動を
続けています。

黒田さんとは、協力隊に着任されてからの仲で、
「チームクロスみつぎ」のメンバーとしても一緒に
活動しています。
私も九州出身で、御調に移住して6年目になりま
すが、御調町でも行ったことのない場所が多くあり
ました。そんな中、有志のみんなでつくりあげてきた
「チームクロスみつぎ」の集まりで、
「みどころＭＡＰ」
の作成をきっかけに、自転車に乗って色々なところ
に出向き、知らなかった御調の風景に出会い、新た
な人とのつながりをつくることができています。
これからも黒田さんやチームのメンバー、地域の
方と一緒に、御調の良さを再発見、再確認していき
たいと思います。

スポーツ
芸術・文化
情報アラカルト

地域おこし協力隊としての3 年間の報告会を
行います。
3月18日㈬ 18：00～
みつぎいこい会館
御調支所まちおこし課（ 0848 -76 -2922）

子育て

さん

活動報告会を開催します

黒田さんはそのざっくばらんな人柄からか、気が
付いたら御調にすっかり馴染んでいました。それでも
最初は、新しく来た土地で何をするか迷っているよ
うでしたが、昔の御調町の写真を集めて一つの冊子
にする、という目標を立ててからは、色々な人の家
に出向いて写真を預かっている姿が印象的でした。
収集した写真を使い、市公民館で開催しているふ
れあいサロンでスライドショーを行ったときには、
集まった地域の人たちから、口々に懐かしがる言葉
を聞いたのが、公民館長としても嬉しく思った出来
事でした。
地域にどんどん顔を出し、地域の人からも愛され
ている黒田さん。これからも御調町で活躍される
のを願っています。

相
談
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相談
内

容

日
時
月 6 日㈪13：00〜15：00
月17日㈮13：00〜15：00
月 1 日㈬13：00〜16：00
月 9 日㈭13：00〜16：00
月14日㈫13：00〜16：00
月15日㈬13：00〜16：00
月16日㈭13：00〜16：00
月20日㈪13：00〜16：00
月 2 日㈭13：00〜16：00
月10日㈮13：00〜16：00
月13日㈪13：00〜16：00
月14日㈫13：00〜16：00
月 8 日㈬10：00〜16：00

場

所

申込・問い合わせ先

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

秘書広報課
☎0848 -38 -9395

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。

4 月22日㈬10：00〜16：00

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

行政書士無料相談会

4 月 4 日㈯13：00〜16：00

総合福祉センター

表示登記・境界問題の無料相談会

4 月 5 日㈰ 9：30〜11：30

しまなみ交流館

※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。

（相続・遺言・農地法その他許認可手続き）

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）

くらしサポートセンター尾道

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

※広島法務局尾道支局へご相談ください。
月〜金曜（祝日を除く）

（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

総合福祉センター

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）
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

広島県行政書士会尾道支部
☎0848 -29 - 6514
広島県土地家屋調査士会尾道支部
☎0848 -25 -3373
東部地域県民相談室
☎084 -931-5522（※2）
広島法務局尾道支局
☎0848 -23 -2883（※3）
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
☎0848 -37-9459

青少年センター
（旧筒湯小学校内）
尾道市市民会館（※4）
［要予約］ 火・木曜 10：00〜15：30
年金相談（公的年金制度全般）
三原年金事務所
10：00〜15：30
因島総合福祉保健センター
※予約締切時間は、希望日の前日（土・日・ 月曜
☎0848 - 63 - 4111
祝日を除く）の12：00まで。
金曜
10：00〜15：30
向島支所（※5）
月〜金曜（祝日を除く）
尾道市消費生活センター
尾道市役所
消費生活相談（電話相談可）
9：00〜12：00、13：00〜17：00
☎0848 -37- 4848
3 月19日㈭16：30〜19：20
商工課
尾道市役所
尾道しごと館
［予約優先］
☎0848 -38 -9183
4 月 2 日㈭13：30〜16：20
（仕事や就職に不安や悩みを持つ人の
3 月18日㈬13：30〜15：20
しまおこし課
因島総合支所
相談窓口）
☎0845 -26 - 6212
4 月15日㈬13：30〜15：20
3 月18日㈬10：00〜14：00
因島総合支所
因島一日職業相談会
4 月15日㈬10：00〜14：00
ハローワーク尾道
☎0848 -23 - 8609
月2回（お問い合わせください。
） ハローワーク尾道
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。
） 因島市民会館
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

4
（法律相談全般）
弁護士相談［要予約］
4
※受付は3月17日㈫から。
4
（※1）
※相談時間は20分。
4
4
司法書士相談
［要予約］
4
（土地・建物の登記ほか）
4
※相談時間は30分。
4
4
行政相談
4
（国等に対する意見ほか。行政相談委員
4
が対応）
4
弁護士法律相談
［要予約］
4

※1 4月から相談時間が20分になります。 ※2 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。
※3 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。
※4 4月2日㈭から「尾道市役所」に変更になります。 ※5 祝日のため 3月20日㈮は開催しません。
◆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
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消費生活

相談ファイル

?

インターネット通販の偽サイトにご注意

!

相談内容

インターネット通販で自転車を注文し、相手方
の銀行口座に2万円を振り込んだ。振り込むま
では、相手方とメールのやり取りができていた
が、振り込み後は連絡が取れなくなり、商品も
届かなかった。インターネットで調べると「当社ロ
ゴを利用した偽サイトにご注意ください」と注意
喚起が行われていた。正規のサイトだと思ってい
たが、偽サイトで注文してしまったようだ。返金
を求めることはできないか。
（40歳代 男性）

■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）

アドバイス

相手方の住所地にはがきを送付し、宛名不明で戻ってきた場合は詐欺の可能
性が高いです。銀行振込の場合、一旦お金を振り込むと、そのお金を取り戻すこ
とは極めて困難です。警察と銀行に被害を申し出て、振り込め詐欺救済法に基
づく口座凍結を銀行に依頼するように助言しました。トラブルに遭わないために
以下の点に注意しましょう。
◆事業者の運営者情報をしっかりと確認しましょう。連絡手段がEメールしかない
ウェブサイトは危険です。運営者の氏名・住所・電話番号等を確認し、これらの
情報が記載されていない通販サイトの利用は控えましょう。
◆極端に値引きをされている商品には注意しましょう。正規販売店の価格よりも、
大幅に安く販売されて場合は、真正品であるか慎重に判断する必要があります。
複数のサイトをチェックして、異常な値下げをしていないか確認しましょう。
◆支払方法が銀行振込のみで、個人名口座の場合は十分に注意しましょう。銀行
振込は一旦お金を振り込むと、お金を取り戻すことは極めて困難です。お困りの
際は、消費生活センターへご相談ください。

様々な経歴や経験を生かして、住民の皆さんから人権相談を受
け、問題解決のお手伝いをしたりするほか、学校や企業等に出向
き研修を行うなど、地域に密着した啓発活動をしています。
ぜひ、お気軽に相談してください。
人権男女共同参画課（ 0848-37-2631
0848-37-6631）
広島法務局尾道支局（ 0848-23-2883
0848-23-2883）

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

内科系

20日

29日
4月  5日

こどもクリニックさとう（小） 正 岡 外 科胃腸 科 医 院
久保1
☎ 2 0 -7 3 3 0 栗原西1 ☎ 2 3 -5 2 5 5
土本ファミリークリニック（小・内） 上 野 整 形 外 科
向島
☎ 4 4 -0 2 4 6 高須
☎ 4 6 -0 0 8 0
宇根クリニック（小・内）く さ か 整 形 外 科
高須
☎ 4 7 -4 1 1 1 美ノ郷 ☎ 4 8 -4 8 7 0
かなもと医院（小・内）か な も と 医 院
門田
☎ 2 3 -4 6 7 7 門田
☎ 2 3 -4 6 7 7
向島小児科外科クリニック（小・外） 高
亀
医
院
向島
☎ 4 4 -7 8 8 1 久保2 ☎ 3 7 -3 1 0 2
宮地クリニック（小・内） 古 島 整 形 外 科
栗原
☎ 2 2 -8 8 5 5 高須
☎ 2 0 -2 2 2 2

月

日

3月15日
20日
22日
29日

歯

科

おおもとクローバー歯科クリニック
土堂2 ☎ 2 4 -7 0 8 8
大 元 歯 科 医 院
尾崎本 ☎ 3 7 -3 3 3 2
岡 田 歯 科 医 院
沖側
☎ 2 3 -8 1 8 8
オ カノ 歯 科 医 院
栗原
☎ 2 4 -0 2 4 0

4月  5日 第 二 小 川 歯 科 医 院
高須
☎ 4 6 -4 5 6 8
柏原ファミリー歯科
12日
向島
☎ 4 5 -4 6 1 8

芸術・文化

12日

科

スポーツ

22日

上
医
院
西御所 ☎ 2 2 -3 8 6 1
弘 田 内 科 クリニック
栗原西2 ☎ 2 0 -1 2 6 6
諫見内科眼科医院
久保1
☎ 3 7 -5 8 0 5
高
橋
医
院
高須
☎ 4 6 -0 0 0 4
高
亀
医
院
久保2 ☎ 3 7 -3 1 0 2
よしはら内科外科リハビリテーションクリニック
向東
☎ 4 5 -0 0 0 7

診療時間： 9：00～13：00（時間厳守）
外

子育て

檀
3月15日

小児科系

健康・福祉

“人権擁護委員”をご存知でしょうか？
人権擁護委員は、人権尊重の意識を高め、地域住民の人権が
侵害されないよう、また、擁護していくために市町村長の推薦を
受け、法務大臣から委嘱された民間の方々です。
尾道市には、
市内各地域に計23名の人権擁護委員が配置され、

くらしの窓

“人権擁護委員”はあなたの街の相談パートナー

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 2

尾道文化遺産まつり

尾道旧市街地の本通り商店街で、
「尾道文化遺産まつ
り」が行われ、1日には御調に伝わる「みあがりおどり」と
御調神楽が、2日には三体神輿などが披露され、商店街に
祭囃子が響きました。
また、
「昼から夜店」と題して屋台も立ち並び、多くの人
でにぎわいました。

2

8

父と子のはじめてキッチン

お父さんと子どもで料理を作り、食べて片づけるところ
まで、協力して行うクッキングイベント。食育指導士を講
師に迎え、切り方の基本や簡単な出汁の取り方などを、食
育の話も交えながら教えていただきました。参加者から
は、
「お父さんといっしょに作って楽しかった」「また家で
も作りたい」という声が聞こえ、とても満足そうでした。

2

3

節分×お福投げ

西國寺で節分会の豆まきが行われ、
「福」を求める多く
の人でにぎわいました。開運厄除を願う護摩祈祷の後は、
いよいよメインイベント、年男たちによる「お福投げ」。
福豆1万袋、紅白餅5千個、それと一緒に大中小それぞれ
の当たり券が撒かれ、境内のボルテージは最高潮に上が
りました。

2

9

親子でダンボールSL工作

親子参加型の遊びを行う「パパの輪プロジェクト」。
今回は、ダンボールでＳＬを作る工作教室を開催しまし
た。親子162人が参加し、組み立てたＳＬに思い思いの
色付けをして、個性的でカラフルなＳＬがたくさん完成し
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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