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人の動き［4 月26日現在］

※
（ ）
内は前月比。

世帯
64,946世帯（＋209）
人口 男性 65,652人 （＋52）
女性 69,727人 （＋30）
計

135,379人

市内の交通事故
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

6/1㈪

固定資産税・

54件（－23） 都 市 計 画 税 ①
67人（－29） 軽 自 動 車 税
0人 （0）
※
（ ）
内は前年比。

今月の表紙
瀬戸内海を臨む絶好の
ロケーションにある畑で柑
橘類を栽 培している瀬 戸
田町の原田 悟さん。農 作
業の相棒には、いつもラジ
オが欠かせません。今月の
特集は、毎日スタジオから
元気を発信しているラジオ
局、FMおのみちについて
紹介します。
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

2

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

広報おのみち・令和 2 年 5月

新型コロナウイルス感染症に関する
各種支援制度について

（＋82）

今月の納期限

［ 4 月26日現在］

市民の皆様には、今までも新型コロナウイル
ス感染の拡大防止にご協力をいただき大変感
謝しております。
国においては、ご承知のとおり4月16日、新
型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく
「緊急事態宣言」を全国に拡大しました。
広島県におきましても、4月18日に対 策本
部会議が開かれ、施設の使用停止及び催物の
開催の停止要請、徹底した外出自粛の要請等
の広島県緊急事態措置等が決定されました。
これを受けて本市におきましても、対策本
部会議を開催し、市民の皆様及び事業所の皆様に協力を要請してい
る所です。
今後の全国的な感染拡大を防止し、皆様の命を守るため、医療崩
壊を防ぐために、市民の皆様一人ひとりのご理解とご協力を、引き続
きお願い致します。
尾道市長 平谷 祐宏

0848-73-2701
0848-73-2001
0848-55-9120
0848-47-1155
0848-76-1111

市民向け・事業者向けの各種支援制度を取りまとめたリーフレット
を作成しました。市役所・各支所に設置しているほか、尾道市ホーム
ページにも掲載しています。
掲載内容
■市民向け
〇相談窓口、〇給付金・貸付金等、○税金等の減免等、○子どもや学
校に関連する支援 など
■事業者向け
○相談窓口、○資金繰りに関する支援、○感染症拡大防止に向けた
投資への支援、○休暇取得や在宅勤務等への支援 など
※掲載内容は随時更新されますので、市ホームページで最新情報をご
覧ください。
尾道市新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル
（ 0848 -38 - 9448／平日・休日8：30〜17：15）

▲ 市ホームページ

広報おのみち5月号に掲載の行事について
新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、掲載している行事は
縮小・中止の可能性があります。事前に主催者にお問合せの上、ご参加
ください。

特集

る
知
ら
か
ラジオ

尾道の今

しまなみ交流館の１階にスタジオを構える、尾道
市唯一のコミュニティラジオ局「FMおのみち」。
今月は、毎日79.4MHzの電波に乗せて、尾道の
最新情報をお届けしているFMおのみちについて
紹介します。
秘書広報課（
（☎0848 - 38 - 9377）

尾道の放送局だから、尾道のことをやろう
「尾道の放送局だから、尾道のことをやろう」というのがFMおのみちのモットーです。地域の人との距離
が近いという強みを活かし、イベント会場などに取材に行くなど、全国ネットのラジオ局ではできないような
地域に密着した情報を集めています。
防災情報や新型コロナウイルス感染症に関する情報なども、尾道市内のことについてきめ細かに発信して
います。

人に支えられて２１年
FMおのみちが開局したのは、しまなみ海道が全線開通した1999年。しま
なみの情報発信と、前年に発生した三成地区での土砂災害を受けて防災情
報の発信を目的に開局しました。開局時は空き家対策の一環ということもあ
り商店街にスタジオを構えましたが、2016年12月、災害時の情報伝達強化
にと、設備の改修も兼ねて現在の場所に移転しました。
現在は地域に根付いているFMおのみちですが、実は設立当初には資金繰り
などで局の運営が厳しいといったこともあったそうです。そんなときにも、尾道
の企業の皆さんが、スポンサーなどとして支えてくれたとのこと。
「色々な人の
支えがあって、現在までやってこれた」と、代表取締役の福井弘さん（尾道商工
会議所会頭）は語ります。

▲ 周波数は79.4MHz
広報おのみち・令和 2 年 5月
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てんこさん（河上典子さん）
かわかみのり こ

FMおのみちには、現在８人の
パーソナリティたちが生放送番組
に出演し、それぞれ個性のある番
組を放送しています。
今回は、それぞれ朝・昼・夕方
の番組を担当している３人に、普
段は聞けない放送の裏側を聞きま
した。
出演：ママ♥ブランチ（月～金曜）
潮風スタジオ79.4（水曜）

リスナーの皆さんと「同じ感じ」を分かち合いたい
平日の朝の番組を担当しています。１日のスタートの時間なので、ほっとしてもらえるような話
題をお届けすることが多いです。毎日放送していて嬉しいのは、リスナーの皆さんとリアルタイム
に繋がっていられること。私自身も尾道暮らしで、２年前の断水のときは「うちもまだ水が出て
ないですが、みんな頑張りましょう！」という私のメッセージに、
「励まされました」というお便り
もたくさんいただきました。
こんな今だからこそ、ラジオを聴いている皆さんに、明るい声や話題で元気になってもらえれ
ば嬉しいです。

通称

ジョニーさん（秋元敏宏さん）
あきもと としひろ

出演：潮風スタジオ79.4（火曜）

「ああ尾道っていいな」と感じてもらえたら
リスナーの皆さんに「ああ尾道っていいなあ」と感じてもらえるような番組を目指して放送し
ています。番組の中では、尾道市内で出会った色々な人に突撃インタビューをして紹介してい
ます。私も同じく尾道に住んでいるので、話を聞くと共通の話題もあるのですが、それぞれ違っ
た人生を生きていて、一人ひとり色々なドラマがあって面白いです。
また、災害時や新型コロナウイルス関係の情報など、緊急時には24時間体制での放送を担
当することもあります。コミュニティ放送の役割として、尾道市と連携して「避難所が開設され
ました」のような、尾道市に住んでいる皆さんが必要とする情報を、丁寧に発信していくことが
使命だと思っています。

通称

よっちゃん（四辻由美子さん）
よ つじ ゆ み こ

出演：ユウガッタ・レディオ（火・水曜）

リスナー目線で楽しい番組を
私が担当している「ユウガッタ・レディオ」は、地元の高校生から尾道市立大学の先生や新聞
記者、教育委員会教育長まで、バラエティに富んだゲストが登場するのが魅力です。
大学教授のお話は経済や美術など、専門的なことが多くパッと聞くと難しいこともあるので
すが、経済などは身近な生活の例に置き換えて私自身が楽しみながら聞いています。FMおのみ
ちのパーソナリティになって18年、その間に出会ったゲストの皆さんはどなたも尾道が好きなん
だな、誇りを持っていると感じます。ラジオを通して、これからもその思いをたくさん発信したい
です。

リスナIー
CE

VO
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はら だ

原田

さとる

悟さん（生口島瀬戸田町在住）

すぐ目の前の海が県境という場所なので（笑）、愛媛県をはじめとした色々な
ラジオ局を聴くことができますが、やっぱりFMおのみちにチャンネルを合わせて
しまいます。農作業をしながら聴くことが多いですが、尾道のこと、特に瀬戸田や
自分の知っている話題だと顔が緩んでしまいますね。私の栽培している「せとだ
エコレモン」がもっとFMおのみちに取り上げてもらえるよう頑張ります！

ＦＭおのみちの

番組をCHECK

スタジオから生放送
ママ♥ブランチ

潮風スタジオ79.4

You Gatta Radio

てんこさん（河上典子さん）が送る、暮らしの
情報やイベント情報、健康生活などを素敵な
音楽と一緒にお届けする朝の帯番組。尾道市
内だけでなく、遠くは愛知県など市外にも多
くのファンがいるという人気番組。毎月１回、
平谷市長も出演しています。

５人の個性あふれるパーソナ
リティが日替わりでお届けする
バラエティー豊かな番組。曜日
ごとに異なる人気コーナーが楽
しめます。

尾道の気になる情報がわかる
夕刊 型ラジオ 番 組 。地 元 紙 の
ニュースや、さまざまなゲストと
のトークなど。毎月１回、尾道市
立大学の教員や、教育長が出演
するコーナーも。

月～金曜 10：06～

月～金曜 13：06 ～

月～金曜 17：00 ～

尾道ニュース・パーソナリティブログは、番組HPをチェック

尾道市からのお知らせも放送中
インフォメーションおのみち

おのみちライフ

防災ステーション79.4

イベントや生活のお役立ち情報など、市役
所から一押しの情報を週替わりでお知らせ。

「広報おのみち」の内容から、
生活に役立つ情報を日替わりで
お知らせ。

災害に備えるための情報をお
知らせ。
月曜 8：10～ 火曜 11：25～

月～金曜 10：00～、13：00～

水曜

土曜 9：50～、19：00～

土曜 7：55～、13：55～

木曜 11：25～ 金曜

日曜 9：50～、18：00～

日曜 7：55～、9：45～

土曜

月～金曜 8：00～、11：15～、18：50～

非常時にも、尾道の情報を発信
尾道の人が必要とするピンポイントな情報を流せるのが、コミュニティ

エフエムの強みです。

災害時には、避難所の開設場所など、全国的ネットでは放送されない情

報も知ることができます。また、放送局には非常用の電源設備もあり、停

電が発生するような大規模な災害があっても、情報を発信し続けることが

できます。

新型コロナウイルス感染症に関しても、市内感染者が確認された場合に

はきめ細かくお知らせするほか、尾道市からの支援情報や予防に関する
情報など、尾道在住の皆さんのニーズに合わせた情報をお知らせします。

8：10～、20：55～
8：10～

9：45～ 日曜 18：10～

スマホ・ＰＣでも
ラジオが聴ける！
ラジオを持って
いない人も、スマホ・
タブレットで聴くこと
ができます。

▲ スマホ等でラジオが聴ける

インターネットサイマルラジオ

■ FMおのみちWEB

http://www.fmo.co.jp
FM おのみち

広報おのみち・令和 2 年 5月
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補助金で
サポートします
■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

■空き家に関する補助

今年度より、土砂災害特別警戒区域内に建つ集
会施設については、補助金交付の対象外となりま
す。ご注意ください。
※対象、補助金額等詳しくは広報おのみち4月号
をご覧ください。
高齢者福祉課（☎0848 -38 -9137）
まちづくり推進課（☎0848 -38 - 9347）／
瀬戸田支所しまおこし課（☎0845 -27-2210）

● 市内全域を対象

● 瀬戸田地区を対象

地域活性化につながるような滞在施設、交流、
体験学習、創作活動などの施設として活用する
空き家に対し、改修費用の一部を補助します。
概ね１年間使用されておらず、改修後10年間
活用できる建築物
対象工事費等の３分の２（上限250万円）
７月３日 ㈮までに、まちづくり推進課へ申請書
類を提出
※申請前に必ず事前相談をしてください。
（相談受付期間：受付中〜６月15日㈪）
※書類審査・プレゼンテーション審査等あり。

店舗部分の施設改修や備品購入にかかる費用
の一部を助成します。
対象地域 瀬戸田歴史的風致地区（しおまち商
店街周辺）
空き店舗・空き家を活用して新たに出店開業す
る個人事業主・中小企業者・NPO法人で、令和
３年３月31日 ㈬までに開業できる人
対象経費の２分の１以内（上限250万円）
※交付要件など、詳しくはお問い合わせください。
６月30日 ㈫までに、瀬戸田支所しまおこし課へ

空家等活用促進モデル事業補助

● 空き家バンクを利用する人へ

居住のための改修費／登録のため
の清掃費等を補助

持参物
締切
電子メール
ホームページ

尾道市・御調地区・因島地区（６月から登録受
付、８月から運営開始予定）の各空き家バンクに
登録した物件の居住のために、必要な改修費用の
一部を補助します。また、登録時に家財道具等の
処分や清掃等に必要な費用の一部も補助します。
■空家等改修支援事業補助
対象空き家の改修工事にかかる経費の３分の２
（上限30万円）
■空き家家財道具等処分支援事業補助
対象空き家の家財道具等の処分や清掃等にか
かる経費の２分の１（上限10万円）
対象区域
【町全域】 御調町、西土堂町、東土堂町、長江一・
二丁目、西久保町、東久保町、三軒家町、因島各町
【車が入れない路地に面した区域】 東御所町、土堂
一・二丁目、十四日元町、尾崎本町、久保一・二・三丁目
11月30日 ㈪までに、まちづくり推進課へ
※予算がなくなり次第終了。

6

■地域集会施設リフォーム事業
補助金

広報おのみち・令和 2 年 5月

空き店舗活用支援事業

● 市内全域を対象

特定空家等・不良空き家除却支援事
業補助

老朽化し危険な空き家の除却に必要な費用の
一部を補助します。
次のいずれかに該当する空き家
■特定空家等
市が特定空家等の認定を行った建築物
※措置が命じられているものを除く。
■不良空き家（次のすべてを満たすもの）
①概ね１年以上使用されていないもの
②過半が住宅として使用されていたもの
③構造の腐朽や破損などにより、著しく危険性
のあるもの
対象工事費の３分の２（上限60万円）
11月30日 ㈪までに、まちづくり推進課へ
※予算がなくなり次第終了。

■建物等の改修・工事費補助

９月30日㈬
建築課（☎0848 -38 -9245）
● 土砂災害対策改修工事費補助

次の全てを満たすもの
①市内にある木造の一戸建住宅か長屋住宅（木造
在来軸組構法か伝統的構法のものに限る。）
②昭和56年５月31日以前に着工された住宅
③平屋建、２階建
④居住（予定）者がいるもの（完了報告までに入居
していること）
⑤令和３年１月29日 ㈮までに完了報告できるもの
※耐震改修とシェルター設置は、耐震診断の結果、
耐震性に不足があると判定された住宅が対象
です。
木造住宅の耐震診断 上限２万円
木造住宅の耐震改修 上限30万円
耐震シェルター（ベッド）設置 上限12.5万円

土砂災害特別警戒区域内の指定日以前からそ
の区域内に立地し、土砂災害に対する構造基準
を満たしていない建築物で、工事の完了報告が
令和３年３月12日 ㈮までに提出できるもの
※土砂災害の復旧工事には利用できません。
対象工事費の23％（上限75.9万円）
※土砂災害特別警戒区域については、土木課（☎
0848 -38 -9254）へお問合せください。

くらしの窓

● 木造住宅の耐震診断・改修費補助

●アスベストの除去等工事費補助

健康・福祉

市内の民間建築物に吹き付けられたアスベスト
の除去、封じ込めや囲い込みに係る工事
対象工事費の３分の２（上限200万円）

●ブロック塀等の除却・建替工事費の補助

子育て

道路等に面する倒壊の危険性のあるブロック塀等の除却工事や建替工事に要する費用の一部を補助します。
次の全てを満たすもの
①道路等（*）に面するもので高さが0.6m以上のもの
②耐震診断の結果、安全性の確認ができないもの
③建築基準法に明らかに違反していないもの
④令和３年１月29日㈮までに完了報告できるもの
（*）道路等：広島県緊急輸送ネットワーク計画により設定される緊急輸送道路や市内の小・中学校通学路
除却工事 上限15万円
建替工事 上限30万円

スポーツ
芸術・文化
情報アラカルト

相

熊本地震でブロック塀が崩れた様子（本市撮影）

談

広報おのみち・令和 2 年 5月
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■おのみちの森づくり事業

■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

森林整備・保全活動を支援
里山保全活用支援事業

イベント実施を支援
森林・林業体験活動支援事業

森林整備に必要な資材購入、作業器具整備、
施設整備等に係る費用を補助します。
市内で森林整備・保全活動を行う団体（住民団
体、NPO、企業等）
※営利を目的としない活動であること。
補助金額 対象経費（上限30万円）
※その他、詳細についてはご相談ください。

木育・森林に関するイベントの実施に係る講師
派遣や資材購入費等の経費を補助します。
木育や森林に関するイベントを行う団体（住民
団体、NPO、企業等）
・特定の個人や団体等を対象にしたものでないこと
・営利を目的としない活動であること
補助金額 対象経費（上限30万円）
※その他、詳細についてはご相談ください。

くらしの窓
自動車・軽自動車税納付は
6月1日㈪までに

持参物
締切
電子メール
ホームページ

令和２年度県税の自動車税種別割
と市税の軽自動車税種別割の納期限
は、６月１日 ㈪です。納期限内に納税
をしてください。
【自動車税種別割（県税）】
東部県税事務所課税第二課
（☎084 -921-1310）
尾道分室（☎0848-25-2011）
【軽自動車税種別割（市税）】
市民税課（☎0848-38-9213）
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８月31日㈪
農林水産課（☎0848 -38 -9212）

広報おのみち・令和 2 年 5月

市からのお知らせ

緑の募金にご協力を

多機能型住宅用火災警報器
を設置します

緑化推進委員会では、森林整備や
火災発生時に消火活動が困難で
緑化推進のため、毎年緑の募金活動 延焼の恐れが高い住宅密集地域に、
を行っています。500円以上の募金 「多機能型住宅用火災警報器」の設置
に対し、カープかサンフレッチェとの を行います。
コラボピンバッジを返礼します。
連動型住宅用火災警報器と補助
警報装置を設置することで光と音声
５月20日㈬から
で外部に火災発生を知らせ、火災の
早期発見と早期避難を目指し、さらに
延焼拡大を防ぎます。
消防局で指定した住宅密集地域に
居住する75歳以上のみの世帯等
※カープピンバッチ限定50個、サンフ ※対象になる人は、消防局からお知ら
せします。
レッチェピンバッチ限定10個。
農林水産課（☎0848 38 9212）
消防局予防課（☎0848-55-9123）

金曜は午後7時まで市民課
関係窓口を時間延長します

日曜にも受け取れます
マイナンバーカード
毎月第４日曜を予定しています。
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
５月24日㈰8：30〜12：00※次回は６月28日㈰です。
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、５月20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）

本庁市民課、因島総合支所市民生活課
戸籍、住民票、印鑑・所得証明書の発行、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）

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）

くらしの窓

【旧尾道・御調・向島地区】
～ごみをダンボールに
入れて
【因島地区（原・洲江含む）】
出さないでください～
【 瀬 戸 田 地 区】

５月の「休日」のごみ持込受付（対象は家庭ごみです）
御調清掃センター

健康・福祉

23日㈯

8：30〜11：00

尾道市クリーンセンター
24日㈰

南部清掃事務所

8：30〜12：00

子育て

瀬戸田名荷埋立処分地
※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。

スポーツ

シティクリーニングのお知らせ

芸術・文化

広報おのみち4月号にシティクリーニングの日程を掲載していましたが、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため、市などから各種行事の自粛要請を受けており、
実施が予定されていたものであっても、地域によっては中止される場合もあります。
実施の有無については、各地区・各町内会によくご確認ください。
（一社）尾道市公衆衛生推進協議会（☎0848 -24 -1177）

5／20㈬
13：30〜

EM活性液・EMボカシ講習会

6／4 ㈭
13：30〜

ダンボールで生ごみを堆肥にしよう

300円
5人

600円

２人

米のとぎ汁（活性液）
10人

ダンボール２個

フリーマーケット 出店者募集

6／7 ㈰

１区画 1,000円

募集店数：５店

６月の出張販売
6／10㈬ 10：30〜14：00 瀬戸田市民会館前駐車場
6／12㈮ 10：00〜14：00 道の駅クロスロードみつぎ
6／13㈯ 10：00〜14：00 市民センターむかいしま

【感謝セール】

談

自転車かんたん修理教室

相

5／17㈰
13：30〜

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

情報アラカルト

環境資源リサイクルセンター

5／30 ㈯〜6／7 ㈰
5月30日はゴミゼロの日記念「くつ・カバンセール」
6／10 ㈬

時の記念日「時計セール」

https：//www.facebook.com/onomichi.recycle
広報おのみち・令和 2 年 5月
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（高齢者・障害のある人）

バス優待乗車証等は
郵送でお届けします

■郵送先

住民登録されている住所のみ

今年度は、バス優待乗車証等の各地区での
交付を中止し、郵送します。

■発送時期

６月上旬予定

■対象・手続き等
〇前年度に券の交付を受けている人（障害のある人は、引き続き交付の対象者となる人）
前年度と同じ券を郵送します。※手続き不要。
※届いたものと異なる種類のものを希望する人は、高齢者福祉課、社会福祉課、因島福祉課、向島・瀬戸田・
百島・浦崎支所、向東連絡所、御調保健福祉センターで交換します。
４月中に対象の人へバス優待乗車証等の案内と回答ハガキを送っています。交付を希望する人は、同封
のハガキに必要事項を記入し、ご返送ください。

〇前年度に券の交付を受けていない人 ※窓口での手続きが必要。
新たに交付を希望する人は、高齢者福祉課、社会福祉課、因島福祉課、向島・瀬戸田・百島・浦崎支所、
向東連絡所、御調保健福祉センターで交付します。

■交付期間 ６月上旬〜令和３年３月31日㈬ 9：00〜16：30（土・日・祝日を除く）
高 齢 者
対
象
お届け・交付するもの

※いずれか一つ。

持参物

※窓口で手続きが
必要な人。

持参物
締切
電子メール
ホームページ

問い合わせ

■料金や申込方法の記載のないものは無料または申込不要です。 日時・期間
場所
対象
内容
定員
料金
申込方法・申込先
問い合わせ先 ☎ 電話
ファクス
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〇今年度75歳になる人

障 害 の あ る 人

○今年度75歳以上になる人
（昭和21年４月１日以前に生まれた人）

○身体障害者手帳の第1種か1級の手帳をお持ちの人
○療育手帳をお持ちの人
○精神障害者保健福祉手帳か、自立支援医療受給
者証（精神通院）をお持ちの人

○おのみちバス優待乗車証（有効期間は２年間）
○公営渡船乗船券（因島重井町細島地区の人）
○バス・船舶共通利用券
このうち２種類の
○タクシー利用助成券
組み合わせも可能。
○入浴・あんま等助成券

○おのみちバス優待乗車証
○公営渡船乗船券（因島重井町細島地区の人）
○バス共通券 ○船共通券
○福祉タクシーチケット（因島各町・御調町の人）
○入浴料助成券
○あんま・はりきゅう等施術料助成券

※それぞれの有効期間は1年間（おのみちバス除く）。
○本人確認できるもの（健康保険証等）
○印鑑（スタンプ印不可）
※交換希望の人は、お届けした未使用の券。

※それぞれの有効期間は1年間。
○身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福
祉手帳・自立支援医療受給者証（精神通院）
○印鑑（スタンプ印不可）
※交換希望の人は、お届けした未使用の券。

高齢者福祉課（☎︎0848 -38 -9137）

社会福祉課（☎0848 - 38 - 9125）

因島総合支所因島福祉課（☎0845- 26- 6210）
御調保健福祉センター（☎0848- 76- 2235）
向島支所しまおこし課（☎0848- 44- 0111）
瀬戸田支所住民福祉課（☎0845- 27- 2209）

因島総合支所因島福祉課（☎0845- 26- 6209）
御調保健福祉センター（☎0848- 76- 2235）
向島支所しまおこし課（☎0848- 44- 0111）
瀬戸田支所住民福祉課（☎0845- 27- 2209）

ご注意ください
・交付された券は、本人以外は使用できません。他人に譲渡・使用させるなどの不正があったときは、回収します。
・高齢者かつ障害のある人には、どちらか一方の券しか交付できません。
広報おのみち・令和 2 年 5月

新型コロナ で外出控えたら、足が弱って 転倒！

そうならないために・
・
・

私たち「尾道市シルバーリハビリ体操指導士」は、尾道市とタイアップして地域で介護予防体操教室を
行っています。しかし、新型コロナウイルスの影響で教室が開催出来ません。そこで「シルバーリハビリ
体操」を自宅で行ってもらうために、この体操紹介を作りました。
高齢者だけでなく、外出を控えたことで運動不足を感じている人は、この体操をぜひ行ってください。
今回紹介する体操は、筋力や柔軟性を維持し、足の血流を改善します。そして転倒予防につながります。

1 座って足踏み

2 ふくらはぎの筋力強化
【方 法】

【方 法】
１）安全に行えるよう、支えに
なるものを持ちます
２）背伸びをするようにかかと
を上げ下げします

★ポイント
膝を肘に近づけるよう、
高く太ももを上げてみましょう！

★ポイント
上げたとき数秒保持すると
効果的！

くらしの窓

１）椅子に座り、写真のように
両肘を曲げます
２）肘に向かって太ももを持ち
上げ、足踏みを行います

健康・福祉

3 太ももの後ろのストレッチ

子育て

【方 法】
１）安全に行える範囲で椅子に座り、浅めに腰掛けます
２）写真のように片足を伸ばし、膝が外へ向かないように反対側の手
を添えます
３）おなかを太ももに近づけるように体を曲げます

5 足の指の運動
【方 法】

１）片方の足を反対の太ももに
のせます
２）足の指を１本ずつ曲げたり
伸ばしたりします
３）次に全部の指をまとめて曲
げたり伸ばしたりします
４）最後に足首をまわします
★ポイント
ゆっくり行いましょう！

相

★ポイント
上げて数秒保持、下げて
数秒保持しましょう！

【方 法】

情報アラカルト

１）両手で椅子を持ち、片足を
伸ばします
２）つま先を上げたり下げたり
します

芸術・文化

4 足首の運動

スポーツ

★ポイント
足先を見るようにしましょう！

談

シルバーリハビリ体操は、ちゅピCOM（尾道ケーブルテレビ）で放送中です。
市ホームページでも公開しています。 詳しくは

尾道市 シルバーリハビリ体操

で検索！

高齢者福祉課（☎0848 - 38 -9137）
広報おのみち・令和 2 年 5月
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防災無線戸別受信機を無償で貸与します
戸別受信機とは
・災害時に避難情報や避難所開設情報などの防災情報を放送します。
・ＦＭラジオを聞くことができます。
・聴覚障がいのある人を含む世帯へは、文字表示機能付き戸別受信機
を貸与します。
・外国語を選択することができます
（英語、韓国語、中国語、スペイン
語、ポルトガル語）。

■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

12

【放送内容】
・防災情報 … 避難情報、避難所開設情報、気象情報、災害時の生活
支援情報など
・行政放送 … 市が行う行事やイベントなどの情報
・地域放送 … 町内会など地域の行事案内など
【対象・貸与台数】
〇尾道市に住民票がある世帯に無償で貸与
（１世帯１台） ※２台目から19,800円で購入可。
〇尾道市内に所在する事業所に負担金10,000円で貸与
※２台目から19,800円で購入可。
申込みハガキ
（５月に全世帯へ配布）
、電子申請かメールで

総務課（☎0848 -38 -9320）

・災害などの緊急情報は、自動的に
最大音量で放送。
・防災無線の放送を受信した場合は、
ラジオを聞いていなくても自動的
に放送が流れます。
・最新の放送を聞き直すことができます。

７月31日㈮【初回受付分】
※貸与は令和３年６月からを予定しています。
※締め切り後も随時申込みを受け付けますが、
初回受付分の貸与時期より遅れる場合が
あります。ご了承ください。

現在、御調・因島・瀬戸田の各地域で放送している防災行政無線は、
「防災無線戸別受信機」の貸与完了後
（初回受付分）、廃止するため、放送が聞けなくなります。

健康・福祉
「福祉まるごと相談窓口」を開設
「8050問題」
（高齢の親と無職でひきこもり状態にある子どもと
が同居している世帯）や「ダブルケア」
（介護と子育て）
など、複雑で
多くの問題を抱え困っている人に相談員が寄り添いながら様々な
関係機関につなぐなど、福祉に関する課題の円滑な解決を目指し
ます。一人で悩まずご相談ください。
（専門の窓口や支援機関が分かっている人は、今まで
どおり直接そちらへご相談ください。）
※新型コロナウイルス感染症対策のため、当分の間、
なるべく電話・FAXでご連絡ください。
門田町22-5（総合福祉センター内）

受付 月〜金曜 9：00〜17：00（祝日を除く）
☎0848 -22- 3499
0848 -22- 9111
※運営は、尾道市社会福祉協議会が行います。
社会福祉課（☎0848 -38 -9126）
広報おのみち・令和 2 年 5月

特定健診・がん検診等を
一時中止します
尾道市では新型コロナウイルス感
染症の感染拡大防止及び医療機関の
診療体制確保のため、緊急事態宣言
の期限までの特定健診・特定保健指
導・後期高齢者健診・がん検診・その
他保健事業を一時中止とします。
このため、４月下旬に発送を予定し
ていた尾道市国保の特定健診受診券
は、一時発送を見合わせます。今後の
発送時期など詳しくは、市ホームペー
ジでお知らせする予定です。
健康推進課（☎0848 -24 -1962）
保険年金課（☎0848 -38 -9107）

令和元年度中に
子宮頸がん・乳がん検診を
受診できなかった人へ
子宮頸がん・乳がん検診の対象者
で、新型コロナウイルス感染予防のた
め外出を控え、令和元年度中に受診
できなかった人は、令和２年度に限り
医療機関で受診できます。
令和２年３月31日時点で偶数年齢の人
※受診を希望する場合は、必ず健康
推進課へ事前に連絡してください。
健康推進課（☎0848 -24 -1962）

献血
時

場

所

6／9 ㈫ 13：00〜16：00 JA尾道総合病院

市内在住で地域での支え合い
活動に取り組むことができる人
御調保健福祉センターほか
20人程度
６月５日㈮

つながり 深めよう地域の絆

あなたができる「ちょっとしたこと」
を地域のために役立ててみませんか？
日

程

講座内容
10：00〜12：00

13：30〜15：30

市公民館にて開講式

6 月23日㈫ にこにこサロン代表者、沖田光昭
院長等によるお話

7 月20日㈪

知っておきたい！
防災・減災講座

健康体操
「腸を元気に！ 腸活体操」

8 月31日㈪

公認心理師講座
「心のゆとりの持ち方」

脳を刺激して若返りエクササイズ
Part 1

9 月14日㈪

応急手当を学ぼう
〜AEDの取り扱い方〜

脳を刺激して若返りエクササイズ
Part 2

10月 7 日㈬

調理実習「筋活！フレイル予防の
クッキング」

11月18日㈬

ふるさと再発見！ 戦国武将 真田
の石碑をめぐるツアー

12月 7 日㈪

修了式
※対象者に修了証書交付。

くらしの窓

日

尾道市献血推進協議会
（☎ 0848-24-1177）

健康まなびあい講座

健康・福祉

健康体操
「筋膜リリースで腰痛・膝痛予防」

御調保健福祉センター（☎0848 -76 -2235）

子育て

健康相談など

受付時間 平日14：00〜16：00

●アレルギー疾患相談
５月19日㈫13：30〜15：30
生活・栄養相談（お子さんは母
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）
５月20日㈬13：30〜15：30
広島県東部建設事務所三原支所
●HIV抗体検査
６月18日㈭
※匿名受付。
●B型・C型肝炎ウイルス検査
６月18日 ㈭
６月12日㈮
広島県東部保健所保健課
（☎0848 -25 -2011）

情報アラカルト

健康推進課
（☎0848- 24- 1962）
御調保健福祉センター
（☎0848- 76- 2235）

東部保健所での相談（要申込）

芸術・文化
相
談

●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（治療中でない人）
■総合福祉センター
５月28日㈭13：30〜16：30
６月９日㈫13：00〜16：00
担当 臨床心理士・心理士
健康推進課（☎0848-24-1962）
■因島総合支所
５月22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
５月27日㈬13：30〜15：30
心の悩みのある人かその家族
担当 公認心理師、保健師
御調保健福祉センター
（☎0848 -76 -2235）

●こころの電話相談
新型コロナウイルス感染症の
影響による心の悩みについて、
保健師が電話で相談に応じます。
※電話の際には「こころの電話相
談です」とお伝えください。

スポーツ

こころの相談

広報おのみち・令和 2 年 5月

13

！
83 ウォーキングで免疫力アップ！

申込窓口 健康推進課、公衆衛生推進協議会、保険年
金課、因島総合支所健康推進課、御調保健福祉センター、
瀬戸田福祉保健センター、向島・浦崎・百島支所
※申込用紙は、各窓口にあるパンフレット、おのみち公衛
協だより 5 月号、市ホームページにあります。
尾道季節の地魚の
店、スポーツ用品
店で使えます。

申し込む

申込締切 ７月 31日㈮

歩いたり、筋トレやラジオ体操を
したりしてポイントをためる
チャレンジ期間 ５月１日 ㈮ 〜11月30日 ㈪
1日10分歩いて歩行記録簿に記録し、
10ポイントずつためていきましょう。

※歩けなかった日は、筋トレ・ラジオ体操・スロー
ジョギングでもOK。

ためたポイントを記入して提出
12月23日 ㈬に公開抽選会

抽選で素敵な賞品が当たる

▲ QR コード
郵送先 〒722-0017門田町22-5尾道市公衆衛生推進協議会
健康推進課（☎0848 -24 -1962
0848 -24 -1966）

個人550人・団体20組に、獲得ポイント数に
応じて、
健幸づくり商品券
（1,000〜6,000円）
が当たります。

内科医

︵

なるひこ

匠彦
33

歳︶

広報おのみち・令和 2 年 5月

歳︶

尾道市立市民病院総務人事課
（☎0848 - 47-1155㈹）

35

すな だ

︵

持参物
締切
電子メール
ホームページ

尾道市立市民病院は、信頼
される安全で質の高い医療を
提供し、市民の皆さんの健康を
守っています。
今回は、４月から着任した２人
の医師を紹介します。

たかよし

孝佳

新任医師が着任しました

砂田

救急科医

ご ちょう

12

後長

■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

14

■対
象 市内在住か通勤・通学している人（20歳以上）
■申込方法 ７月31日㈮までに、①電話で  ②下記のQR
コードから電子申請で③申込書を郵送・FAX・窓口で
■チャレンジ期間 ５月１日㈮〜11月30日㈪

申込時に歩行記録
簿を渡します

新型コロナウイルス感染症予防のための外出自粛等で、
心と身体が弱ってきてはいませんか？
人混みを避けて散歩したり、家庭でできる運動に取り組
んで、免疫力を高め、筋力低下を防ぎましょう！
健康な身体と素敵な賞品を獲得できる「プラス10分てく
てく運動」に参加しませんか？

前職 愛知医科大学病院
（2017年４月〜2020年３月）

前職 岡山博愛会病院
（2017年4月〜2020年3月）

「 尾道の皆さんはじめまして。
患者様一人ひとりと向き合い、
救急医として皆さんの不安を取
り除くお手伝いができればと考
えています。よろしくお願いしま
す。」

「 尾道の皆さん、こんにちは。
この度、地元である尾道の地で
地域の皆さんに貢献できること
となり、大変嬉しく思います。患
者様一人ひとりに寄り添った医
療を心がけます。宜しくお願い
申し上げます。」

元気はつらつ 健康づくりセミナー
フレイル予防講座
フレイルについてもっと知りたいあなたへ！予防・改善のコツをお伝えします。
けんこう

■食と健口で予防する栄養・歯科編 【共通事項】
６月17日㈬ 10：00〜13：00
市内在住で概ね40歳以上の人
御調保健福祉センター
15人
※なるべく２回とも参加できる人。
調理実習、講義
調理実習代（300円）
、エプロン、
５月25日㈪
三角巾

■関節が若返る運動編
６月１日㈪ 13：30〜15：30
みつぎいきいきセンター
医師の講義、運動実技ほか
屋内用シューズ、運動のできる服
装、
筆記用具、飲み物

御調保健福祉センター（☎0848 -76 -2235）

【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

日

程

瀬戸田福祉保健センター 6月 ５ 日㈮
御調保健福祉センター 6月11日㈭
総合福祉センター

6月10日㈬・11日㈭

瀬戸田福祉保健センター 6月 ５ 日㈮

健診名

場

3歳児健診

所

日

程

瀬戸田福祉保健センター 6月 ５ 日㈮

５月予定の乳幼児健診については、延期・中止となる場合が
ありますので、対象者には個別通知します。
※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。

子育て

1歳6カ月児健診

所

健康・福祉

4カ月児健診

場

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）

くらしの窓

子育て

相談・講習会
所

日

程

総合
福祉センター

6月15日㈪

御調保健福祉
センター

6月11日㈭

受付時間

対

象

9 ：20 〜 9 ：40

身体計測、育児・栄養相談
ふれあい遊び
母子健康手帳

概ね1歳までの児
※母乳相談は1歳6カ月まで。

身体計測、育児・栄養相談、
ふれあい遊び、母乳相談
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）

因島総合福祉
保健センター

6月15日㈪

13：00 〜13：20
（15：30まで）

乳児の家族
10人

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

6月 2 日㈫
9 日㈫

5歳児相談
（要予約）

総合
福祉センター

母子健康手帳
の交付
（要予約）

総合
福祉センター

※託児あり。

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、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

6月23日㈫

13：00〜

平成27年7月生まれで発達など
気になることがある児
5／22 ㈮

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）

5月24日㈰

9 ：00 〜12：00

母子健康手帳交付対象者

談

離乳食講習会
（要予約）

相

9 ：45 〜10：30

情報アラカルト

6月 4 日㈭

考

0 〜12カ月の児
13：30 〜14：00

いんのしま
子育て
支援センター

備

芸術・文化

乳児健康相談

場

スポーツ

行事名

妊娠届出書、本人確認できるもの

広報おのみち・令和 2 年 5月

15

ご家庭で保育します
一時保育（居宅訪問型）

■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

16

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一時利用を
制限しています。利用を希望する人は、必ず事前に実
施施設へ相談してください。

保護者の急な病気、仕事、出産等で一時的に保育できなくなった場合や
リフレッシュしたい時に、保育者がご家庭で１対１で保育をするサービスです。
市内居住の満１歳〜就学前の特別児童扶養手当受給者証、障害者手帳
を持つ児童
※市外の児童でも、母親の出産等で里帰りしているときは利用可能。
保育所等に在籍している児童は利用できません。
平日8：30〜17：00（内６時間程度まで）、土曜8：30〜12：00
※利用は原則週３日、１カ月に14日以内。
１日１人
３歳未満児：１日2,000円、３歳以上児：１日1,700円
保育者の交通費 200円（月2,000円まで）その他、橋・フェリー代 等
※昼食、おやつ等はご準備ください。
◎事前に事業所との面談と登録が必要。
㈲友愛（☎0848 -24 -3222）、子育て支援課（☎0848 -38 -9114）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用を制限
する場合がありますので、必ず事前に実施施設へ相談
してください。

保護者が休日に仕事のとき…

保護者が仕事や病気、リフレッシュしたい、
里帰りのとき…
■一時保育
利用日に満１歳以上で、保育所・認定こども園や幼
稚園などに通っていない未就学児童
平日 8：30〜17：00、土曜 8：30〜12：00
※原則週３日、１カ月に14日以内。
西藤・御調中央保育所、浦崎・向東・因島南 認定
こども園
3歳未満児：１日2,000円、3歳以上児：１日1,700円
※栗原和気・友愛・山波和気・あいはうす・あゆみ・
すばる・たんぽぽ保育園、どうえん吉和・尾道めぐ
み・たんぽぽ・ひまわり・ゆめはうす・どうえん尾道
中央・幼保連携型門田・尾道清心幼稚園・どうえん
向島・因島北・田熊幼保連携型・大慈認定こども園、
すいみい保育園・よつば保育園・がんばるーもも・
因島総合病院託児所については、直接お問い合わせ
ください。
広報おのみち・令和 2 年 5月

■休日保育
保護者のいずれもが日曜・祝日の日中に就労し、市内
の認可保育所・認定こども園、認可外保育施設に在
園している満１歳以上の児童
どうえん尾道中央認定こども園
日・祝日（12月31日〜１月３日を除く）7：30〜18：00
弁当・水筒（おやつは提供）
利用希望日の10日前までに子育て支援課に登録申
請し、５日前までにどうえん尾道中央認定こども園
へ利用申請書を提出（土・日・祝日を除く開庁日まで）

病気の回復期だけど集団保育をするには
まだ体調面で不安…
保護者も仕事が休めない…
■病後児保育
市内の認可保育所・認定こども園か認可外保育施設
に在園している児童
どうえん尾道中央認定こども園
保育所（園）の開所日 8：30〜17：00
１日０〜2,000円 ※所得状況による。
子育て支援課（☎0848 -38 -9114）
各実施保育施設

スポーツ
テニス教室春季受講生募集

トップス広島技術向上スクール
ソフトテニス講座

行事案内

長者原スポーツセンターの天井改
修工事に伴い、9月から令和 3 年 3月
までアリーナの利用を中止する予定
です。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解
のほどよろしくお願いいたします。
【工事】生涯学習課
（ 0848- 20- 7499）
【施設利用】長者原スポーツセンター
（ 0848- 48- 5677）
くらしの窓

火・木曜19：00〜（計 8 回）
NTT西日本ソフトテニス部による
ソフトテニス講座にきてみませんか？
※5月21日㈭開講。※雨天順延。
長者原スポーツセンター
5月24日㈰10：00〜12：00（予定）
初心者・初級者
50人
県立びんご運動公園
講師 尾道市テニス協会
小・中学生
5,000円（8 回分）
基本練習・ミニゲーム等
50人
中止になりました。
講師 中止になりました。
NT T西日本ソフトテニス部
硬式テニスラケッ
ト、テニスシューズ
現役選手
所定の申込書で（長者原スポーツ
センターにも申込書あり）
500円
※詳しくはホームページをご覧ください。
飲み物、タオル、動ける服装
尾道市テニス協会事務局
健康スポーツセンターで受付
（ 090- 8710- 8314）
県立びんご運動公園
（ 0848- 48- 5446）
http://www.onoteni.com/

長者原スポーツセンター
９月からアリーナの使用を中止

※行事案内は予定のため、変更・中止されることがあります。

17日㈰ 令和2年度前期尾道市オープン卓球大会

向

6月2日㈫ 尾道グラウンド・ゴルフ水無月大会

び

び

4日㈭ 尾道年金受給者協会ＧＧ第16回大会

社交ダンス交流会

び

6日㈯ 第73回広島県高等学校総合体育大会卓球競技（〜6／7）び

第25回尾道野球連盟旗大会

び

第42回西日本軟式野球大会2部全国大会（〜6／7）び

び

広島県少年野球学童選手権大会

向

第26回尾道ライフソフトバレーボール交流会兼審判研修会 長

高校総体広島県予選（〜6／7）

御ソ

び

22日㈮ 明治牛乳宅配センター杯グラウンド・ゴルフ尾道大会

び

23日㈯ 第43回南部地区中学校春季総合体育大会 び／
バスケットボールの部（〜5／24）
御体
南部地区中学校春季総合体育大会（軟式野球）因
全日本小学生地区予選

御ソ

南部地区中学校春季総合体育大会（サッカー）因
トレセンマッチデーＵ－16〜12（サッカー）び
びんご地区社会人サッカーリーグ（5／31、6／7・14）び
南部地区中学校春季総合体育大会（ソフトテニス）因
御ソ

26日㈫ 第32回尾道びんご会グラウンド・ゴルフ交流会個人戦 び
28日㈭ 第84回尾道グラウンド・ゴルフ交歓大会

び

第67回広島県高等学校定時制通信制総合体育大会 び
（ソフトテニスの部）兼2020年度全国高等学校定時制
通信制体育大会第53回ソフトテニス大会広島県予選会
尾道ママさんバレーボール連盟上期リーグ戦 向
9日㈫ 尾道グラウンド・ゴルフ紫陽花大会

び

13日㈯ 第35回日本クラブユースサッカー選手権大会 び
Ｕ-15中国地区予選（〜6／14）
尾三フェニックスSANBA FC交流大会（サッカー）
（〜6／14）び
第8回ヤングリーグジュニア選手権大会中国ブロック予選（〜6／14）び
第73回広島県高等学校総合体育大会ソフトテニス び
競技兼中国大会兼予選兼インターハイ予選（〜6／14）
尾三支部U-12サッカーリーグ

向

第20回全国障害者スポーツ大会ソフトボール 御ソ
競技中国・四国ブロック予選会（〜6／14）
14日㈰ 全国大会兼予選会（卓球）
社交ダンスパーティ

び
び

広島県ビーチボールバレー協会尾道支部ビーチボールバレー大会 向

広島県サッカーリーグHiFAユースリーグ（5／31、6／7）向

第45回広島県民体育大会尾道予選会（バドミントン一般の部）長
（☎ 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

広報おのみち・令和 2 年 5月

談

第69回尾道市長旗争奪軟式野球大会開会式 び

相

30日㈯ 2020年度日本リトルシニア関西連盟中国 び
支部日本選手権予選大会（野球）
31日㈰ 広島県東部地区親善球技大会（ソフトボール・ び
グラウンドゴルフ・卓球・バドミントン）

情報アラカルト

地区対抗地区予選

南部地区中学校春季総合体育大会（サッカー）向／因

び

芸術・文化

24日㈰ Ｕ13プログレスリーグ中国2020（サッカー）び

広島県大会尾三地区予選ミニバスケットボール（〜6／7）長
7日㈰ 社交ダンス交流会

スポーツ

南部地区中学校春季大会（野球）
（〜5／24）び

子育て

第25回尾道野球連盟旗大会（5／24・31、6／7・14）長
19日㈫ 尾道グラウンド・ゴルフ五月大会

健康・福祉

5月16日㈯ 中国ろうきん杯学童軟式野球大会
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芸術・文化
図書館の催し

■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

■中央図書館（☎0848 -37- 4946）
●上映会「火曜名画座」
6月9日㈫18：00〜
約80人
●おはなし・えいが会
6月13日㈯10：30〜11：30
幼児〜小学3 年生
30人
■みつぎ子ども図書館（☎0848-76-3111）
●住吉義介水彩画展「スケッチの旅」
開催中〜5月28日㈭
●第62回水道週間パネル展
「飲み水を未来につなごう ぼくた
ちで」
5月30日㈯〜6月7日㈰
中止になりました。
●リコーダー演奏会
6月7日㈰14：00〜15：00
30人
出演 しろくまリコーダー合奏団
■因島図書館（☎0845 -22- 8660）
●島の映画館 因島座
5月16日㈯・23日㈯10：30〜
●アニメ上映会
5月17日㈰・24日㈰10：30〜
●ライブラリーコンサート「春」
5月24日㈰13：00〜14：00
曲目 「フレア」「いい日旅 立ち」、
イ・サン
「約束」など
中止になりました。
出演 ハクナマタタ、セトハモ 会、
慈善音楽同好会モースヒラ
150人
●消費生活啓発パネル展
5月12日㈫〜5月28日㈭
●第62回水道週間パネル展
5月29日㈮〜6月7日㈰

持参物
締切
電子メール
ホームページ

■瀬戸田図書館（☎0845-27-1877）
●おはなし会「風を音にのせて
〜名作を楽しもう〜」
6月6日㈯14：00〜15：00
瀬戸田市民会館
人形劇・楽器演奏など
出演 風奏詩

18

広報おのみち・令和 2 年 5月

■向島子ども図書館（☎0848 - 44- 0114）
●ストーリーテリングの世界へようこそ
5月17日㈰11：00〜11：30
語り手が覚えたおはなしを言葉で
伝えるストーリーテリング、ヘルマン
ハープの演奏など
中止になりました。
20人
出演 おはなしくらぶ ほっとけーき
●お手玉教室
5月24日㈰14：00〜15：00
講師 槇 信子さん

第10回尾道マンガ大賞展
作品募集
テーマ 「冒険」
募 集資格 市内に在住か通学する
小・中・高校生
募集内容 「１コマの部」
「4コマの部」
※それぞれ 所 定の応 募用紙により
１人中止になりました。
5点まで応募可。
最終審査員 かわぐちかいじさん
（本市出身マンガ作家）
7月9日㈭
文化振興課
（ 0848 -20 -7514）

第8回新県美展作品募集
（第72回広島県美術展）
受付
業者持込：5月22日㈮
個人持込：5月23日㈯ 、24日㈰
9：00〜16：00
※12：00〜13：00を除く。
持込場所広島県立美術館
※映像は、広島県環境県民局文化芸
術課へデータ送信か郵送
5月22日㈮必着
種目 絵画、彫塑、工芸、書、写真、
デザイン、映像、ジュニア部門
※１種目につき、１人１点。
出品料 １作品3,000円（映像作品
のみ１作品1,000円）
広島県環境県民局文化芸術課
（ 082- 513- 2722）
広島県立美術館
（ 082- 221- 6246）

第41回少年少女囲碁大会 尾道大会
日時
場所
対象

6月14日㈰ 10：30～
市民センターむかいしま

中学生以下で碁を打てる人

※因島方面は送迎バスの運行あり。
棋力に応じ、13路・19路クラスに
中止になりました。
分かれて対戦、プロ棋士の指導碁
あり。
審判長 山本賢太郎五段（日本棋院）
1,500円（昼食・参加賞付）
申込書などで電話か郵送、FAX、
メールで
5月29日㈮
〒722 - 8501久保一丁目15 -1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・ 0848- 37- 2377）
bunka@city.onomichi.hiroshima.jp

第75回本因坊秀策囲碁まつり
日時

7月11日㈯

13：15～

①指導碁

18：00～

②前夜祭

因島市民会館

ホテルいんのしま

①と②、②のみ参加 大人6,000円、高校生以下4,000円
①のみ参加 大人 2,000円、高校生以下1,000円

日時

7月12日㈰

9：00～
13：00～
14：40～

中止になりました。

③クラス別競技大会
④指導碁
本因坊秀策杯決勝戦
くらしの窓

因島市民会館、芸予文化情報センター
各クラス48人
大人 2,000円、高校生以下1,000円
「住所、名前（ふりがな）
、性別、年齢、電話番号、棋力、①〜④の
参加を希望するイベント」を記入して、はがきかFAX、メールで
5月29日㈮
〒722 -2213 因島外浦町121-1
本因坊秀策囲碁まつり実行委員会事務局（本因坊秀策囲碁記念館内 ・ 0845 -24 -3715）
syuusakuigokinenkan@chorus.ocn.ne.jp

健康・福祉

■特別展「花のお江戸ライフ︲ 浮世絵」

■常設展Ⅰ「圓鍔勝三 動植物展」

■「日本美術院の展覧会図録 同人の表紙絵」展

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

☎0848-23-2281

開催中〜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

■尾道市立大学美術館所蔵作品展

大学買い上げ作品や、退任教員の作品を紹
介します。

中止になりました。

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）

■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）

☎0848-20-1218

開催中〜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

6月6日㈯〜7月5日㈰

（潮見町）

☎0845-27-3800

☎0845-27-0800

開催中〜5月27日㈬
10：00〜18：00
木曜休館（祝日は開館）

☎0848-20-0400

■本因坊秀策の遺品など展示中

尾道市の名誉市民であり、江戸時代の天才
棋士「本因坊秀策」が記した棋譜などを展示
しています。

大人310円、中学生以下無料
10：00〜17：00（入館は16：30まで）
火曜休館（祝日は翌日）

☎0845-24-3715

■常設展

開催中〜
一般520円、団体 420円、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） おのみち映画資料館（久保一丁目）
■本因坊秀策囲碁記念館の出張展示

10：00〜18：00（入館は17：30まで）
火曜休館（祝日は翌日）

☎0848-37-8141

広報おのみち・令和 2 年 5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〜6月19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

開催中〜6月21日㈰※会期延長
大人800円、高校・大学生550円、中学生
以下と70歳以上（要年齢確認）は無料

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、第二の故郷

アイシャ・ビビ（カナダ） ALT

■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

日本に住み、働くこと、これらのことが私の人生を変えてきました。
私の人生における、最も美しい思い出のいくつかは、日本で作られま
した。日本に来る前の私は、日本の社会に適応できるのだろうか、どの
ように受け入れられるのだろうかと、とても心配していました。しかし
ながら、私の想像を超え親切心と愛情を持って歓迎されました。いつ
も感謝の気持ちでいます。
外国語指導助手（ALT）として、他の９人のALTと一緒に、尾道市内の小中学校で英語を教えて
います。日本の児童生徒は、とても自律しており、そのような彼らに英語を教えるのが楽しいです。
彼らと一緒に過ごした時間を、決して忘れることはないでしょう。
また、周りの人たちからも多くのことを学んできました。日本の文化のみならず、他のALTの国の
文化も学ぶことができました。毎日、何かしら新しいことを学び、成長することができました。
日本にいる３年半の時間は素晴らしく、尾道は日本で最も美しい町であることを確信してい
ます。私はこの尾道を、第二の故郷と呼べることが、本当に嬉しいです。尾道は、私の心の中の
特別な場所にある町です。
日本での時間を素晴らしいものにしてくださった方々に、心から感謝を伝えたいと思います。
尾道市国際交流推進協議会事務局（秘書広報課内☎0848 -38 -9395）

情報アラカルト
お知らせ
6月1日工業統計調査を
実施します
この調査は、経済センサス―活動調査
の年を除いて毎年実施される国の基幹統
計調査です。5月中旬より、事業所（製造
業）を対象に調査を行いますので、ご協
力をお願いします。
政策企画課（ 0848 - 38 - 9314）

モビリティ・マネジメント～
みんなで地域の公共交通に
ついて考えてみませんか？～
みんなが利用しやすく将来も維持でき
る公共交通の実現には、交通事業者や行
政だけでなく市民の皆さんの協力が不可

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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欠です。今後必要な取組みについてまと
めたリーフレットを作成しましたのでぜひ
ご覧ください。リーフレットは、市役所と
各支所、公民館に設置しています。
尾道市地域公共交通協議会事務局
（政策企画課内 0848- 38- 9316）

中国労働金庫の
自治体提携ローン
市と中国労働金庫では、共同で低利の
融資制度を設けています。
市内に在住か勤務する勤労者
■融資限度額 ①教育費、住宅費、空き
家解体費、下水道整備費、介護器具購
入費、福祉車両購入費、医療費とこれ
らの使途の借換は500万円まで
②生活支援資金は200万円まで
■返済期間 最長10年（毎月返済か毎
月・一時金併用返済）※教育費でご利
用の場合、据置融資制度もあります。
■融資利率 ※保証料込。
① 年2.34％ ② 年2.17％
中国労働金庫
尾道支店（ 0848 - 46 - 8110）
因島代理店（ 0845 -22 -2517）

千光寺新道のライトアップが
始まりました
時間 日没から22時まで
照明箇所 千光寺新道（東 土 堂町
11地先）
観光課（ 0848- 38- 9184）

③事業実施森林について、市と森林
鳥獣対策を支援します
所有者との間で20年の協定を結ぶ
里山林整備事業（鳥獣被害防止型）
鳥獣等の隠れ場所を無くすため、
市と協働して森林整備に取り組む団
体を募集します。
次の条件を満たす、森林所有者を
含む団体等（町内会等）
①整備を行う面積が概ね0.5ha以上
②事業実施後の下草刈り等、維持管
理に努めること

こと
地域の農地・住居に隣接する森林
の伐採・下草刈り
※申請前に事前審査があります。森
林の所在地や状況を確認のうえ、
事前にお問合せください。
8月31日㈪
農林水産課
（ 0848- 38- 9212）

計量器使用者の皆さんへ

特定計量器（はかり）定期検査のお知らせ

実施日時

健康・福祉

場所

6月 2日㈫

13：00～16：00

6月 3日㈬

9：00～16：00

尾道市農協東生口出張所
尾道市役所瀬戸田支所

6月 4日㈭

9：00～12：00

重井公民館

6月 4日㈭

13：00～16：00

三庄公民館

9：00～12：00

6月 8日㈪

10：30～14：30

尾道市役所浦崎支所

6月 9日㈫

10：30～14：30

6月10日㈬

11：00～16：00

6月11日㈭

9：00～14：30

尾道市農協栗原支店

6月15日㈪

10：30～16：00

西御所県営上屋３号

6月16日㈫

9：30～12：00

尾道市農協百島出張所

6月16日㈫

14：30～16：00

尾道市役所旧向東支所

6月17日㈬

9：00～14：30

6月18日㈭

10：30～14：30

スポーツ

6月 5日㈮

子育て

ベイタウン尾道冷凍倉庫
因島市民会館

芸術・文化

おのみち歴史博物館南隣地
情報アラカルト

①地域農業活性化支援事業
農業者活動（地域の課題の明確化
とその解決のための取り組み）、地域
戦略組織活動（地域農業をけん引す
る産地づくりを目的とする取り組み）
、
栽培技術等構築の取り組みを支援
②新規就農者経営安定支援事業
認定新規就農者が、早期に経営を
安定させるために必要な生産設備の
整備などについて支援
③農業経営高度化支援事業
認定農業者が、農業経営のステッ
プアップを目的とする栽培施設や農
業機械、加工設備の導入、生産基盤
の整備などについて支援
申請受付
■第1期 受付中～5月20日㈬
■第2期 7月1日㈬～31日㈮
■第3期 9月1日㈫～30日㈬
※予算の範囲内での実施。詳しくは、
市ホームページをご覧ください。
農林水産課
（ 0848- 38- 9473）

くらしの窓

おのみち「農」の担い手
総合支援事業募集

旧尾道（御調町・向島町を除く）、因島、瀬戸田の各地区で計量
器を使用している人は、今年度が定期検査です。
商店、工場、学校、保育所、宅配便、病院、薬局などで「はかり」を
取引や証明に使用している人は、必ずこの検査を受けてください。
検査を受けないで「はかり」を業務用に使用すると、計量法違反で
処罰されることがあります。
（家庭用の「はかり」は、業務用に使用できません。
）
※計量士による検査を受け、県に届け出た「はかり」はこの検査が免除されます。
（代検査制度）
広島県商工労働局イノベーション推進チーム計量検定グループ（ 082 - 513 - 3335）
（一社）広島県計量協会（ 082 -255 -7386） 商工課（ 0848 - 38 - 9183）

相
談
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催し
第62回水道週間
「飲み水を 未来につなごう ぼくたちで」

■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

水道の歴史、現状や取り組みにつ
いてパネル展示を行います。
6月1日㈪〜7日㈰
上下水道局長江庁舎、みつぎ子ど
も図書館、向島支所、芸予文化情報
センター、
瀬戸田市民会館、フジグ
中止になりました。
ラン尾道店3階（〜4日まで）
上下水道局庶務課
（ 0848- 37- 8700）
上下水道局因島瀬戸田営業所
（ 0845- 22- 0499）

2,750円（材料費）
エプロン、不要なタオル、袋（作品
持ち帰り用）
5月19日㈫

■伝え方講座（発声編）
呼吸を整え、発声方法を楽しく学ん
でいただきます。
7／3・17・29
19：30〜20：50（全3 回）
「はなしてみようよ」
8人
犯罪被害者支援に関するパネル展 講師 旗手恵美さん（フリーアナウン
サー）
犯罪の被害に遭うってどういうこ
筆記用具、飲み物
と？ 小・中学生にも理解できる、絵と
■
働く女性のヘアーアレンジメント
文章で解説した犯罪被害者支援に関
講座
するパネル展です。資料提供：
（公社）
初級編（夏のアレンジ）
全国被害者支援ネットワーク
6／5・19、7／3・17・31の金曜
6月5日㈮〜7月16日㈭
中級編（冬のアレンジ）
8：30〜17：15（日曜を除く）
9／15・29、10／6・20、11／10の
※土曜の時間はお問い合わせください。

火曜
人権文化センター
各19：00〜20：50（各5回）
人権男女共同参画課
各12人
（ 0848- 37- 2631）
講師 吉廣映里さん（スタイリスト）
各700円（材料費）
卓上鏡、アメピン、ゴム、スタイリン
教室・講座
etc…
グ剤、コーム、コテ、ヘアーアクセサ
リー
勤労青少年ホームの講座
初級編：5月26日㈫
中級編：9月4日㈮
■チョークアート入門
【共通事項】
5／26、6／9・23、7／14の火曜
尾道市勤労青少年ホーム
19：00〜20：50（全4 回）
原則、市内在住か勤務先のある15
10人
〜34歳の人（学生は除く）
講師 大原郁香さん（チョークアー ※定員に達しない場合、対象者以外
ティストMCA認定講師）
の受講も可。

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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※新規会員は会費1,000円が必要。
（チョークアートのみ1,100円）
尾道市勤労青少年ホーム
（ 0848 - 22 - 5396／13：00〜
21：00）

etc…

募集

尾道市環境審議会委員を
募集します
市の環境保全について調査、審議
するための審議会委員を公募します。
応募資格（次のすべてに該当する人）
●市内に１年以上在住で、令和 2 年
4月１日現在満18歳以上の人
●本市の他の審議会等の委員に選任
されていない人
●年1〜2 回程度、平日の日中に開催
する会議に出席可能な人
●国・地方公共団体の職員及び議員
でない人
募集人数 2人程度（任期2年間）
応募方法 名 前（ふりが な）、生 年
月日、性別、住所、電話番号、作文
「尾道市の環境について思うこと（※）
（1,000文字程度）」を記載のうえ、
持参か郵送、メールで
※作文は関心のある環境項目（自然
環境、生活環境、地球温暖化防止
対策、環境保全活動など）をテーマ
に記載。
5月20日㈬ 必着
〒722 - 8501久保一丁目15 -1
環境政策課（ 0848 -38 - 9434）
kankyo@city.onomichi.hiroshima.jp

第18回おのみち100㎞徒歩
の旅 参加小学生募集
市内のコース100kmを4 泊 5日か
けて歩きます。
8月8日㈯〜12日㈬

小学 4〜6 年生
50人※要申込。
26,000円
5月31日㈰
NPOおのみち寺子屋
（ 0848- 45- 3131）
info@ono-tera.com
http://www.ono-tera.com

因島フラワーセンター
花植えボランティア募集

今治市情報

今治グルメ紹介 「焼豚玉子飯」
ご飯の上に薄く切った焼豚、その上に半熟の
目玉焼きをのせてから、焼豚のタレで味付けし
た丼物料理。
半世紀前、中華料理屋のまかないで誕生した
この料理は、今では今治市民のソウルフードに
なっています。
市内の多くの店舗で提供され、それぞれ特徴
がありますので、ぜひ食べ比べてみてください。

中止になりました。

子育て
スポーツ
芸術・文化
情報アラカルト

7月19日㈰〜8月23日㈰
しまなみビーチ海水浴場
2 者（1者につき使 用面積14 4㎡
以内）
中止になりました。
※応募者は5月19日㈫
15：00〜開
催の現地説明会に参加必須。
使用料 １㎡あたり１カ月につき180円
（端数は日割り計算）
※電気・水道代ほか必要経費を除く。

勤務場所 向島地域（向東認定こど
も園か江奥保育所）
勤務時間 8：30〜17：15
勤務日数 月に4 回程度
募集人数 1人
時給 880円
履歴書に必要事項を記載のうえ、
提出
〒722 - 8501久保一丁目15 -1
子育て支援課
（ 0848- 38- 9207）

2020因島水 軍まつりは、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大により市
民の皆さんや運営スタッフが安心し
て参加することが困難と判断し、中
止させていただきます。
第30回となる来年の開催に向け
実行委員一同努力いたしますので、
ご理解をいただきますよう何卒よろ
しくお願いいたします。
因島水軍まつり実行委員会事務局
（因島総合支所しまおこし課内
0845 -26 - 6212）
insm .okoshi@city.onomichi.
hiroshima.jp

健康・福祉

しまなみビーチ海水浴場
「海の家」仮設売店出店者募集

給食調理員募集（保育所）

因島水軍まつりの開催中止

くらしの窓

募集要項 5月19日㈫まで、しまおこ
し課で配布（市ホームページでダ
ウンロードも可）
5月26日㈫
因島総合支所しまおこし課
（ 0845- 26- 6212）
5月31日㈰8：00〜10：00
※雨天の場合は6月2日㈫に順延。
集合場所 因島フラワーセンター芝
生広場
花植え、園内補修の体験
軍手、ハンドスコップ、飲み物
5月22日㈮
因島総合支所しまおこし課
（ 0845- 26- 6212）

姉 妹 都 市

相
談
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尾道市職員採用候補者試験（前期）
の延期
６月中旬に実施を予定していた「尾道市職員採用候補者試験（前期）
」は、新型コロナウイルス感染症
拡大の状況を踏まえ、延期します。
新たな試験日程等は決まり次第、改めてご案内します。
■ 試験予定区分

■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

事務職

技術職（土木）
（職務経験者対象）

事務職（職務経験者対象）

幼稚園教諭・保育士・保育教諭

事務職（就職氷河期世代対象）

保健師

学芸員（事務職兼務）

障害者対象【事務職、学芸員（事務職兼務）、技術職（土木・建築）、
幼稚園教諭・保育士・保育教諭、保健師】

技術職（土木・建築）

〒722- 8501久保一丁目15 -1 尾道市職員課内
http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/

みんなで取り組もう！

不定期
古くから十二支の一つとして数えられ、なじみの深い
連載 「イノシシ」。近年、山間部から島しょ部までの市内全域

イノシシの近づき
にくい環境づくり 1

Ⓠ どこに住んでいるの？

もともと人里からあまり離れていない里山に生息して
います。特に草むら、やぶを好んで利用し、茂みや耕作放
棄地の中に「寝屋」があります。主に通り慣れた「けもの
道」を移動します。

Ⓠ 何を食べているの？
味が濃厚で甘味の強いものが好物です。雑食性で芋
や栗、筍、イネ、昆虫の幼虫、ネズミ、ヘビなど何でも食
べ、農作物への被害は一年中見られます。

で、イノシシによる多くの被害が発生しています。
まずはイノシシのことをよく理解することで、効果的
な対策を講じることができます。今回はイノシシの生態
についてご紹介します。
基本的におとなしい性格で、他の動物を襲うことはあり
ませんが、身の危険を感じたりパニックになって逆上したり
したときは「猪突猛進」となるため、注意が必要です。

Ⓠ 身体能力が高そう
跳躍力に優れ、助走なしで１m、よじ登れば２mの高
さを乗り越えます。20㎝のすき間をくぐり抜ける柔軟さ
や、重さ70㎏の岩を持ち上げる力も持っています。

Ⓠ 人間を恐れないの？
本来は臆病で注意深く、なかなか人前に姿を現しませ
ん。昼夜を問わず活動しますが、人間を警戒していると
きは日没から行動を始めます。
学習能力が高く人間の動きを観察する賢さがあり、
いったん慣れてしまうと頻繁に耕作地や住宅地に出没す
るようになります。

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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尾道市試験委員会（ 0848 -38 - 9342）
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次回はイノシシの近づきにくい環境づくりと対策につ
いてご紹介します。
農林水産課（

0848 -38 - 9473）

やさしさが
つながる

Series

61

フィールドワーク（原田町）の様子

あなたの｢やってみたい｣を応援します！

若者チャレンジ講座

やりたい理由をひも解く

スポーツ
芸術・文化

今年度も開催予定です。何かやってみたい、けど何か
ら始めたらいいかわからない。そんな人はまず聴講して
みませんか？受講生の発表が刺激となって、あなたの
活動につながるかもしれません。

子育て

最初からやりたいことがはっきりしている人もいれ
ば、そうでない人もいます。グループワークを通して、プ
ランがより具体的になったり、聴講生を含めたいろいろ
な人の意見を聞くことで新たなプランになったりとさま
ざまです。
また、公民館が中心となって実施しているまちづくり
講座に講師とともに参加し、まちづくり講座の参加者
と一緒になって地域づくりについて考える回もありまし
た。地域の人とグループワークをする中で、地域が必要
としていること、自分たちができることは何かを考え、
地域課題の解決に向けたプランに…との想いが生まれ
ました。最終発表会では、最初に思い描いていたプラ
ンの実現に向けて動き出している人や、ちょっと違うプ
ランになった人、それぞれの半年間の取組が発表され
ました。最終的にプランとしてまとまらなくても、この
講座をきっかけとして地域のことを知り、自分が興味あ
ることを地域課題の解決に紐づけていく過程は、きっ
とこれからの地域づくりの礎となるでしょう。過去の受
講生の中には、プランをもとに起業した人やNPOを立
ち上げ子ども食堂の運営に携わっている人、地域の課
題解決のために、地域の人たちとともに活動を行って
いる人などがいます。また、平成 30年に発生した西日
本豪雨災害時には、受講生やOB・OGが自主的にそれ
ぞれの地域の情報を交換し、協力し合うなど、つながり
も生まれています。

健康・福祉

講座は5回の連続方式で開催し、6回目に受講生に
よる発表会を行います。プランを持つ受講生とは別に、
各講座で一般聴講生を募集しており、地域で活動する
人材を求めている人や今後活動を考えている人への情
報提供の場ともなっています。講座は、講師による講
義形式だけでなくグループワークを中心として、プラン
の発表や聴講生も含めた意見交換も行っています。ま
た、開講期間中には交流会やフィールドワークも行い、
地域のニーズや課題と自身のプラン内容を結び付けた
り、実際に活動している先輩の話を聞いてプラン実現
のヒントを得たりすることもあります。

やりたいプランを整理する

くらしの窓

若者チャレンジ講座は、尾道市内でやりたいこと
を実現するためにプランを少しずつ磨くことを目的と
した講座で、おのみち市民大学講座連携企画として
６年目を迎えました。まちづくりへの参加意識を高
めるとともに、一人ひとりの想いを共有し形にしてい
く場を通して、年齢・経験を問わず幅広く、まちづく
りに関わる人材の発掘や育成、ネットワークづくりも
兼ねています。

昨年の第１回は、今までのできごと、興味のあるこ
と・放っておけないことなど自己紹介を兼ねて発表し、
まずはお互いを知ることから始まりました。

情報アラカルト

政策企画課（ 0848 -38 - 9435）

相
談
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相談
内

容

弁護士法律相談
［要予約］

日
時
月 1 日㈪13：00〜15：00
月19日㈮13：00〜15：00
月 3 日㈬13：00〜16：00
月11日㈭13：00〜16：00
月 9 日㈫13：00〜16：00
月15日㈪13：00〜16：00
月17日㈬13：00〜16：00
月 2 日㈫13：00〜16：00
月 4 日㈭13：00〜16：00
月 8 日㈪13：00〜16：00
月12日㈮13：00〜16：00

6 月10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
尾道市役所
因島総合支所
みつぎいこい会館
因島総合支所
尾道市役所／向島支所
瀬戸田支所

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。

6 月24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

6 月27日㈯13：00〜16：00

総合福祉センター

空き家バンク「空き家相談会」

5 月18日㈪10：00〜16：00

北村洋品店
（三軒家町3-23）

※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）
※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）

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

人権相談
月〜金曜（祝日を除く）
（差別や近隣とのもめごとなどの人権問題ほか。 8：30〜17：15
人権擁護委員が対応）

広島法務局尾道支局
（古浜町27-13）

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）

青少年センター
青少年相談室 ※来所・訪問相談可。 月〜金曜（祝日を除く）
（旧筒湯小学校内）
（子どもの非行・学業・感情・家庭・いじめ） 9：00〜15：30
尾道市役所
［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
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
祝日を除く）の12：00まで。
金曜
10：00〜15：30
向島支所
月〜金曜（祝日を除く）
尾道市役所
消費生活相談（電話相談可）
9：00〜12：00、13：00〜17：00
5 月21日㈭16：30〜19：20
尾道市役所
尾道しごと館
［予約優先］
6 月 4 日㈭13：30〜16：20
（仕事や就職に不安や悩みを持つ人の
5 月20日㈬13：30〜15：20
相談窓口）
因島総合支所
6 月17日㈬13：30〜15：20
6 月17日㈬10：00〜14：00（予定） 因島総合支所
因島一日職業相談会（※2）（※3）
月2回
（お問い合わせください。
） ハローワーク尾道
（※2）
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。
） 因島総合支所
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

6
（法律相談全般）
弁護士相談［要予約］
6
※受付は5月18日㈪から。
6
※相談時間は20分。
6
6
司法書士相談
［要予約］
6
（土地・建物の登記ほか）
※相談時間は30分。
6
6
行政相談
6
（国等に対する意見ほか。行政相談委員
6
が対応）
6

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
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
三原年金事務所
☎0848 - 63 - 4111
尾道市消費生活センター
☎0848 -37- 4848
商工課
☎0848 -38 -9183
しまおこし課
☎0845 -26 - 6212
ハローワーク尾道
☎0848 -23 - 8609

※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 5月は開催を中止します。6月の開催については、お問い合わせください。 ※3 電話による職業相談・職業紹介をハローワークで行っています。
◆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

26

広報おのみち・令和 2 年 5月

消費生活

相談ファイル

?

オンラインカジノで儲かるという話に注意

相談内容

アドバイス

ホームページに記載されている業者のキャンセル規定の情報
提供を行いました。また、会員ページから退会申請・返金の手続
きをするよう助言しました。オンラインカジノや暗号資産（仮想通
貨）の話題性に便乗した、詐欺的な投資の勧誘に関するトラブル
が多発しています。お金を一度振り込んでしまうと、取り戻すこと
は困難となります。
「必ず儲かる」といった甘い言葉をうのみにせ
ず、絶対にお金を支払わないようにしましょう。トラブルに遭わな
いために以下の点に注意しましょう。
◆刑法は、法令で認められている場合を除き、賭博を禁じていま
す。オンラインカジノは刑法の賭博罪に該当するおそれがあり
ます。
◆契約内容や事業者の連絡先をよく確認せず契約をすると、後か
らトラブルにつながる可能性があります。必ず事前に契約書面
を受け取り、契約内容、事業者の連絡先等を確認しましょう。

くらしの窓

SNSで知り合った女性から「副業に興
味がないか」と訊かれ、カフェに誘われ
た。海外のオンラインカジノを日本に広め
る事業で、
「人を増やせば紹介料がもら
える」
「絶対に儲かる」と言われた。その
場で自分のスマホからサイトに入って申し
込みをした。その後消費者金融でお金を
借りて、その日のうちに会員登録料として
25万円支払った。後日、話があやしいの
で解約したいと思い、サイトから退会しよ
うとしたところ、返金不可と表示された。
契約書面はもらっておらず、海外事業者
のようで連絡先も分からない。どうすれ
ばよいか。
（20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）

尾道市歯科医師会当番医

診療時間： 9：00～17：00（時間厳守）
日

5月17日
24日

6月  7日

診療時間： 9：00～13：00（時間厳守）
外

科

かなもと医院（小・内）上 野 整 形 外 科
門田
☎ 2 3 -4 6 7 7 高須
☎ 4 6 -0 0 8 0
宇根クリニック（小・内） 坂上整形外科クリニック
高須
☎ 4 7 -4 1 1 1 向東
☎ 4 5 -3 8 0 0
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
ささき小児科医院（小・内） 板阪整形外科クリニック
西御所 ☎ 2 2 -4 0 8 3 高須
☎ 5 6 -0 5 0 6
板阪内科小児科医院（内・小） 木
曽
病
院
西久保 ☎ 3 7 -3 8 0 3 神田
☎ 2 3 -5 8 5 8

月

日

5月17日
24日
31日
6月  7日
14日

歯

科

長 岡 歯 科 医 院
久保2
☎ 3 7 -7 3 1 4
中 司 歯 科 医 院
向東
☎ 4 4 -7 0 7 8
鍋 島 歯 科 医 院
土堂１ ☎ 2 2 -2 8 7 8
はしづ か 歯 科 医 院
新浜２ ☎ 2 4 -3 3 5 5
は し も と 歯 科
高須
☎ 4 7 -0 8 4 8

芸術・文化

14日

平 櫛 内 科 医 院
栗原東2 ☎ 2 2 -9 7 4 8
大 田 垣 医 院
向島
☎ 4 4 -0 6 6 0
井 手 内 科 クリニック
土堂2 ☎ 2 2 -3 7 3 8
山
本
医
院
美ノ郷 ☎ 4 8 -0 0 2 1
木
曽
病
院
神田
☎ 2 3 -5 8 5 8

小児科系

スポーツ

31日

内科系

子育て

月

健康・福祉

尾道市医師会当番医

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。
※因島地区は「因島医師会病院（因島中庄町☎0845 -24 -1210）
※瀬戸田地区は、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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ありがとう 大林宣彦さん
２００１年撮影

尾道市出身の映画作家、大林宣彦さんが亡くなられました。82歳でした。
大林さんは、故郷尾道を舞台とした作品「尾道三部作」、
「新尾道三部作」
などを次々と世に送り出し、尾道の魅力を広く発信されました。
2016年に肺がんが判明した後も精力的に映画を撮り続け、その姿は多く
の人に勇気と希望を与えるとともに、遺作「海辺の映画館ーキネマの玉手箱」
も尾道ロケの作品になりました。
功労に感謝するとともに、謹んでご冥福をお祈りいたします。

提供：幾野伝（ 尾道新聞社）

2018年

尾道映画祭にて

明るい未来に向かって！

４月の終わり、世界中で発生している新型コロナウイルス
の感染拡大を防ぐため、尾道でも学校の休校や不要不急の
外出の自粛が続いています。多くのお店が休業し、市役所も
業務遂行能力を維持していくため各施設で分散勤務を行うな
どする中、一部飲食店では店舗での感染リスクを減らすと同
時に、自宅等でいつもの味が楽しめるテイクアウトやデリバ
リーでの販売・提供を始めています。
今、街は閑散としていますが、この危機を一刻も早く収束さ
せ明るい生活を取り戻すため、いましばらく皆さまのご協力
をお願いいたします。

支えあいの想い
新型コロナウイルスの感染拡大による
マスク不足が続く中、尾道市老人クラブ
連合会の皆さんが、
「未来ある子どもた
ちがコロナウイルスに感染しないよう願
いながら」手作りで布マスクを約1,600
枚作成し、市内の保育所・幼稚園や小中
学 校を通じて子どもたちに贈られまし
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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