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尾道市では、第２波の到来を警戒しつつ、新型コロナウイルスとの共
存を前提に、経済活動の再開に向けた施策を展開していくための対策
を決定しました。
※各事業の詳細は、今後、広報紙や市ホームページ等でお知らせして
行きます。

市民生活支援
■地域振興商品券事業【対象：すべてのみなさま】
経済的影響を受けている市民の皆さんへの生活支援と、地域消費の喚起・
下支えを目的に、1人につき10,000円分の「チーム尾道がんばろう応援商品券」
を発行します。
※詳しい内容は広報おのみち9月号や市ホームページ等でお知らせします。
商工課（ 0848 -38 - 9183）
商品券が使える店舗を募集しています
市内の小売店、飲食店、サービス店ほか
※募集方法等、詳しくは専用ホームページをご覧ください。
専用ダイヤル（使用店舗向け）
（ 084 - 926 - 0149）

■高度情報通信基盤整備事業【対象：市内全域】

人の動き［ 7月27日現在］

※
（ ）
内は前月比。

世帯
64,798世帯 （－57）
人口 男性 65,458人 （－42）
女性 69,501人 （－87）
計

134,959人（－129）

市内の交通事故

今月の納期限

［ 7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

93件（－40）
112人（－52）
2人 （＋2）
※
（ ）
内は前年比。

今月の表紙

代表電話

尾道市役所
因島総合支所
御調支所
向島支所
瀬戸田支所
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8/31㈪

市 県 民 税 ②
国民健康保険料②
介護保険料②
後期高齢者医療保険料②

飲食店で右の
マークを見 かけ
たら、それは尾道
の旬の魚が食べられるお店
の証。表紙の異国情緒あふ
れるお店もその認定店です。
今月の特 集では、ミス尾
道のお2人に協力いただき、
尾道の魚の魅力と、飲食店
でお得に地魚が食べられる
イベントについて紹介します。

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 8月

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

光ファイバー網の未整備地域の解消などにより、
「新しい生活様式」に必要
な高度情報通信基盤を整備します。
情報システム課（ 0848 -38 - 9308）

■就学援助事業【対象：小・中学生】
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、収入が激減し、尾道市立の
小・中学校への就学が困難となった世帯を対象とした就学援助を行います。
教育指導課（ 0848 -20 -7474）

感染防止策
■公共施設感染防止対策事業
【対象：幼稚園、保育所、認定こども園、小・中・高等学校など】
マスク・消毒液等の衛生用品や、空気清浄機等、感染防止のための備品を
充実するほか、３密対策を行います。
子育て支援課（ 0848 -38 - 9207）
教育委員会庶務課（ 0848 -20 -7400）
学校経営企画課（ 0848 -20 -7523）

雇用・経済活動の継続
■新規創業者家賃等支援事業【対象：中小企業者など】
経営が不安定な新規創業者の賃料（家賃・地代）を支援します。
商工課（ 0848 -38 - 9182）
※掲載しているものは、支援事業の一部です。
■支援事業、新型コロナウイルスに関する情報等に
ついては、市ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ（関連情報まとめ）

■広報おのみち８月号に掲載の行事については、新型コロナウイルス
感染症拡大の状況により、縮小・中止の可能性があります。
事前に主催者にお問い合わせの上、ご参加ください。

特集

いただきます
！
尾道のお魚、

生活のすぐ側に海があるまち、尾道。美しい景観を形成している海の中には、瀬戸内海に育まれた魚や

貝など、たくさんの恵みが眠っています。海とともに歴史を刻んできた尾道では、郷土料理や言い伝えなど、
魚にちなんだものも多くあります。今月の特集では、尾道の魚について紹介します。

農林水産課（ 0848 -38 - 9478）

豊富な魚種が自慢！
尾道近海で水揚げされる魚介類は種類が豊富
です。
「海のゆりかご」とも言われる近海の藻場に
生息する地魚のほか、瀬戸内海を回遊する魚も集
まるため、季節ごとに多種多様な水産物が水揚げ
され、その種類は100以上にもなります。また、瀬戸
内海にはプランクトンが多く、それらを食べて育っ
た魚たちは栄養豊富で、味がしっかりしているのも
特徴です。

広報おのみち・令和 2 年 8月
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そのままで美味しい尾道の魚
漁師になって約50年。尾道の魚が大好きだという
仁田 俊さんにお話を伺いました。
漁師をする傍ら、大好きな尾道の魚を色々な人に
味わってもらいたいと、以前は主に魚料理を提供する
飲食店を営んでいた仁田さん。都市圏からのお客さ
んにギザミなど近海で獲れる魚を提供したところ、普
段食べている魚とのおいしさの違いに驚かれることも
しばしばあったそう。同じ魚種でも生息条件によって
味が違い、瀬戸内海は魚のエサとなるプランクトンが
豊富にあるため、栄養価が高くなり、味も良いものに
なるそうです。
また、尾道の魚といえば、一種類あたりの漁獲量
は多くなくても、種類が豊富なのが特徴。そのため、
スーパーなどに並ぶことが少ないものも含め、様々な
尾道の魚を地元の人にも食
べてほしいとの思いで、仁
田さんは尾道漁協の直売所
「おのみち新鮮組」を立ち上
げました。このほか現在、
東尾道にある「ええじゃん
尾道」や、向島町漁協の直
売所などでも、新鮮な地元
産の魚を買うことができま
す。

そんな仁田さんのおすすめの魚の食べ方は、
調味料は少なめに、あまり手をかけないでシンプ
ルに食べること。
「なんも味付けんでもいい、味が
しっかりしとるけぇ。そのほうが、ほんとのおいし
さがわかる。」

▲ 漁に使う「刺し網」。3枚に重 ▲ 船の中には生簀があり、生
なった網を海底に張っておき、
泳いでいる魚を捕まえます。

きたままの魚を出 荷でき
るようになっています。

魚が買える直売所
漁業協同組合の直売所

各漁業協同組合に所属する漁師による朝市。獲れたての魚を見ながら、
直接漁師に食べ方を尋ねることもできます。

■おのみち新鮮組

営業日時 毎週土曜 6：00〜 所在地 尾道漁協駐車場（尾崎本町16 -1）
尾道漁業協同組合（ 0848 - 37- 3337）

■向島おさかな隊

営業日時 毎週土曜 13：00〜 所在地 向島漁村センター（向島町20074 -7）
向島町漁業協同組合（ 0848 - 44 - 2408）

産直市ええじゃん尾道
６漁協が運営する水産ブースには、漁師が獲ってさばいた新鮮な魚が毎日
並びます。
尾道店営業時間 9：00〜18：00 所在地 東尾道13 -1
向島店営業時間 9：00〜16：00 所在地 向島町5863 -1
ええじゃん尾道 尾道店（ 0848 - 55 - 9048）
ええじゃん尾道 向島店（ 0848 - 20 - 6008）
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今が食べごろ
！旬の魚
ミス尾道
穏地瑞穂さん

季節ごとにさまざまな魚が獲れる尾道。旬の魚は栄養も豊富で、味も良し！
ここでは、夏の今が旬の、代表的な魚を 4 種類紹介します。
近海で獲れる夏の魚には、ほかにもギザミ・スズキ・エビなどもあります。

アコウ

チヌ

アコウは瀬戸内や関西地域などの呼び名で、標準和名は
「キジハタ」。身は美しい白身でうま味があり、刺身でも煮つ
けにしてもたいへん美味ですが、漁獲量が少ないため高級魚
として珍重されています。尾道でもめったに獲れない「幻の
魚」として知る人ぞ知る存在でしたが、平成19年から行って
いる放流事業などの取り組みにより、近年は漁獲数が増加し
ています。

旬が夏と冬の２回あり、２月と８月が特に美味しいことから、
「2・8（ニッパチ）チヌ」とも言われています。刺身・塩焼き・
煮つけなどに適しています。
出産後の母親がチヌを食べると傷が癒えるなどの効果が
あるという言い伝えがあり、尾道では産後にチヌを食べる習
慣があります。

タコ

キス

４月から晩夏ごろまで、尾道の近海で多く獲れる魚で、旬
の時期は脂がのっていてしっかりした味わいです。ビタミン
B6・B12、ビタミンD、カリウムやカルシウムが豊富で、塩
焼き・フライ・刺身でも美味しくいただけます。

おうちで調理してみよう
！

たこつぼ漁により水揚げされます。実は、広島県内で尾道
市がNo.１の水揚げ量を誇っています。一年中おいしく食べ
られますが、夏のタコは特に身がやわらかいのが特徴です。
良質のたんぱく質やタウリンを多く摂取できるので、夏バテ
予防にも効果があると言われています。

小エビの素揚げ

作り方

エビの殻にもうま味が
あるので、まるごと
食べられる素揚げは
おすすめ！

❶よく洗い、水気をしっかり切る
❷180度の油できつね色になるまで
揚げる
【揚げ上がりの目安】
油の泡が大きくなる、音が変わる
❸軽く塩を振る
（レモン汁もおすすめ）
材料（2人前）
小エビ（殻付き・頭付きの状態）
：200g
塩：少々
揚げ油：適量

ポイント
頭の先は硬いので食べる時には
注意を！

刺し網漁師 藤川伸一さん

広報おのみち・令和 2 年 8月
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お店で食べて応援！

尾道地魚エール祭り

コロナ禍により、影響を受けた市内飲食店の
復旧と低下した地魚消費の回復のため、
「尾道
地魚エール祭り」を開催中。地元産の魚が味わ
える「尾道季節の地魚の店」で食事をした人を
対象に、抽選で2,000人に1,000円分のクー
ポン券が当たります。

参加店
report

「尾道季節の地魚の店」
加盟店

Coraggio
コラッジオ

※参加店では、新型コロナウイルス感染
対策を行っています。

オーナーシェフ

❶

「尾道地魚エール祭り」参加店で、
地魚料理を1,500 円以上飲食。
（参加店は下記参照）

▼

❷ 食事した店頭で応募用紙に記入し
提出。
（ 応募期間：8月1日〜31日）
▼

❸ 抽選後、当選者にクーポン券発送。
▼

次回来店時、
クーポンを使って、
お得
❹ に食事。
（利用期間：10月1日〜31日）

▲ あなごとタコのおのみち風

参加店一覧

尾道地魚エール祭り

かき左右衛門

イタリア料理店 ピッツェリア ファンダンゴ

ベッチャーの胃ぶくろ

一色商店

レストラン ロセアン

こだわりの味 尾道風お好み焼き 萩乃家

なごみ処 八咲

居酒屋 ともいち

来楽寿司

新浜1-13 - 6
新浜1- 2 -17

潮見町6 -11

☎0848 - 25 - 5931

☎0848 - 23 - 7272

☎0848 - 20 - 1220

海鮮問屋 きたまえ

西御所町1-1ホテルα-1内 ☎0848 - 23 - 2949

土堂2 - 9 - 20

十四日元町5 - 9
久保1- 8 - 24
久保1- 8 - 22

尾道レスポワールドゥカフェ

備後茶量

コラッジオ

宮徳

三軒家町3 -1

揚げたて天ぷら 天咲
東御所町1- 5 -1

☎0848 - 24 - 1154
☎0848 - 22 - 2027

☎0848 - 22 - 5002

久保2 - 20 - 2
久保2 - 23 -16

料亭旅館 魚信
久保2 - 27- 6

居酒家 とりかわ権兵衛

うおしま・大黒丸

郷土味 かけはし

居酒屋 五百圓

東御所町6 - 2

東御所町3 -12

千光寺山荘

西土堂町15 - 20

天狗寿司

土堂1- 4 -14

尾道の食事処 青柳
土堂2 - 8 -15

尾道ロイヤルホテル
土堂2 - 9 - 27
ミス尾道
吉原千遥さん
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尾道名物のタコとあなごを使った
パスタをはじめ、近海で獲れた新鮮
な魚料理が味わえるイタリア料理店
です。
「料理を食べた方に元気になっ
てもらえたらと思いながら、いつも厨
房に立っています。」と語るオーナー
シェフの柿木さんは、この道35年の
大ベテラン。なんと尾道でのソムリエ
第１号でもあるそうです。イタリアンな
小物が並ぶおしゃれな店内で、お料
理に合うワインを選んでもらうのも良
いかもしれません。

和食処 四季亭（尾道国際ホテル内）

西御所町14 - 5

どのお店でも
新鮮な地魚料理が
食べられますよ！

柿木昇二さん

広報おのみち・令和 2 年 8月

☎0848 - 29 - 4009
☎0848 - 24 - 3477
☎0848 - 22 - 7168
☎0848 - 22 - 4608
☎0848 - 51 - 6600

☎0848 - 23 - 2111

久保2 - 3 -15

久保2 - 4 -15

うろこ・かき船
久保2 - 26 - 9

香の月

高須町3736 -16

☎0848 - 38 - 7871
☎0848 - 37 - 3730

☎0848 - 37 - 3732
☎0848 - 37 - 2259
☎0120 - 966 - 324
☎0848 - 37 - 3652
☎0120 - 37 - 4028
☎0848 - 37 - 8727
☎0848 - 37 - 8410

お食事処 ばんや
向島町5543 - 6

因島重井町1233番地
因島土生町1897- 6
因島土生町1897- 37
因島土生町2201-1

ホテルいんのしま

因島土生町平木288

旅館つつ井

瀬戸田町瀬戸田216

☎0845 - 25 - 0068
☎0845 - 22 - 0115

☎0845 - 22 - 2310
☎0845 - 22 - 3162
☎0845 - 22 - 4661
☎0845 - 27 - 2221

しまの店 さよ

瀬戸田町瀬戸田553 -1 ☎0845 - 23 - 7667

お食事処 ちどり

瀬戸田町瀬戸田530 - 2 ☎0845 - 27 - 0231

民宿一休

瀬戸田町中野408 - 39

☎0845 - 27 - 1019

☎0848 - 37 - 3633
☎084- 933 - 7780

リストランテ イタリアーノドン・フェデリーコ
浦崎町1379 -1

いんのしまペンション 白滝山荘

☎0848 - 73 - 5032
☎0848 - 44 - 8780

「尾道季節の地魚の店」新規認定店
募集中。
（ 8月31日㈪）
詳しくは尾道季節の地魚の店HPを
ご覧ください。
http://www.onomichi-matsuri.jp/
jizakana/

くらしの窓
レジ袋の有料化が
スタートしました

【調査の対象】
10月１日現在、
日本国内にふだ
ん住んでいる人（外国人を含む）
・
世帯

【調査の場所】
住 民 票の届出場所に関わら
ず、10月１日現在、ふだん住んでい
る場所で記入していただきます。
※
「ふだん住んでいる場所」とは、
3カ月以上住んでいる場所か、
3カ月以上にわたって住むこと
になっている場所をいいます。
※調査日程など、詳しくは広報お
のみち7月号をご覧ください。

■場所が分かりにくい事例
・学生寮や寄宿舎などから通学してい
る学生・生徒 → その学生寮や寄宿
舎のある場所
・単身赴任などで家族と別に暮らして
いる人など → その出先の場所
・病院や診療所に入院している人で、
10月１日時点で３カ月以上経過して
いる人 → 入院先（３カ月未満の人は
自宅）
今回の調査は、新型コロナウイルス
感染拡大防止に配慮して進めていき
ます。
皆さんご理解のうえ、ご協力をお願
いします。

政策企画課（☎0848 -38 - 9194）

ポイ捨てやめて尾道から海をきれいに！
近年、プラスチックごみが地球環境の大きな
問題としてクローズアップされ、
プラスチックごみの
削減は、日本を含め世界的な取組となっています。
海へ流れ出たプラスチックごみは、漁業の支障
になるばかりでなく、紫外線や波により微小な
マイクロプラスチックになり、生態系に多大な影響
を及ぼすことになります。
市では、漁協と協力し、継続して海底ごみ回収をしていますが、環境改善
は一部の海域にとどまっています。
ごみのポイ捨てをやめ、
リサイクルをすることが美しい自然を守り、新鮮で
安全な水産物の提供につながっていきます。
農林水産課（☎0848-38-9478）

詳しくは ホームページを
ご 覧ください。
広島県

談

ジェネリック医薬品は新薬と同じ
有効成分を同じ量使用しています。
また、たくさんの厳しい試験をク
リアし法 律や国の基 準に沿って
製造・管理されています。

相

効き目、安全性は新薬と同等です。

情報アラカルト

来年度、ミツバチを移動して飼育
する人は、
「転飼許可申請書」を期限
までに提出してください。
提出期限 ９月30日㈬
※詳細はお問い合わせください。
広島県東部畜産事務所
（☎084 - 921-1311（内3906））

ジェネリック医薬品は特許切れの新薬をもとに、開発
期間やコストを削減して作られるため、お薬によっては
自己負担額が3〜5割も安くなることがあります。

芸術・文化

ミツバチの飼育場所を移動する
ときは届け出が必要です

スポーツ

ヤクザイくん

お薬代を節約できます。

広島県薬剤師会
マスコットキャラクター

家計にやさしいジェネリック
医薬品を使ってみませんか？

子育て

庁舎は明るく開放的な３階建て、
１階には税や戸籍、福祉など生活に
関わりが大きい部署が並び、利用しや
すくなっているほか、会議や催しなど
に会議室の貸し出しも始めます。また、
庁舎から一歩外に出ると、芝生広場
や各階のデッキからしまなみの多島
美をご覧いただけるくつろぎの空 間
が広がっています。皆さんのご来庁を
お待ちしています。
因島総合支所市民生活課
（☎0845 -26 - 6200）

今年10月１日現在で、全国一
斉に国勢調査を実施します。

健康・福祉

9月1日から因島総合支所が
グランドオープンします

感染予防に配慮して調査を進めます
国勢調査にご協力を

くらしの窓

７月１日から全国一律でプラスチック
製買物袋（レジ袋）が有料になりました。
尾道市では海洋プラスチック問題、
地球温暖化などの課題を解決するため
にマイバッグの利用を呼びかけています。
マイバッグを持ち歩くなど、レジ袋
の有料化をきっかけに「環境のため
にできることはなんだろう」と考えて
みましょう。
尾 道 市 は、地 球
温 暖 化 対 策のため
『COOL CHOICE 』
に取り組んでいます。
『COOL CHOICE 』とは、地球温
暖化対策につながるあらゆる「賢い
選択」
をしていこうという取組です。
環境政策課（☎0848 - 38 - 9434）

市からのお知らせ

ジェネリック

広島県医療介護保険課
（☎082- 513 -3212）
広報おのみち・令和 2 年 8月
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日曜にも受け取れます
マイナンバーカード

金曜は午後７時まで市民課
関係窓口を時間延長します

■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

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
８月２3日㈰ 8：30〜12：00 ※次回は9月27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、8月19日㈬までにご連絡ください。
・マイナンバーカード交付通知書兼照会書（交付
案内に同封）
・本人確認書類（交付案内参照）
・通知カード（回収します）
・住民基本台帳カード
（回収します・お持ちの人のみ）
市民課（☎0848 -38 -9102）

〜天ぷら油は
ネジ式キャップの
ペットボトルへ〜

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・御 調・向 島 地 区】
【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）

■祝日・お盆のごみ収集
8月10日（山の日）のごみ収集
月・木曜が「もやせるごみの収集地域」のみ収集します。
※もやせるごみ以外の収集はお休みです。
※ごみ・資源物・粗大ごみの持込受付はありません。

お盆時期（8月13日㈭〜16日㈰）のごみ収集
市内全域、暦どおりごみを収集します。

■８月のごみ持込受付（休日）※対象は家庭ごみ。
22日㈯

御調清掃センター

8：30～11：00

尾道市クリーンセンター
23日㈰

南部清掃事務所

8：30～12：00

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。

持参物
締切
電子メール
ホームページ

環境資源リサイクルセンター
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8／19 ㈬
13：30～

EMぼかし・EM活性液講習会

8／23 ㈰
13：30～

自転車かんたん修理教室

9／ 3 ㈭
13：30～

ダンボールコンポスト講習会

2人

300円

600円

広報おのみち・令和 2 年 8月

米のとぎ汁（活性液）

1人

2人

修理用自転車など

ダンボール2個

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

9 月の出張販売

9／ 5 ㈯ 10：00～14：00 市民センターむかいしま
9／ 9 ㈬ 10：30～14：00 瀬戸田市民会館前駐車場
9／11 ㈮ 10：00～14：00 道の駅クロスロードみつぎ
https：//www.facebook.com/onomichi.recycle

健康・福祉
尾道市立市民病院

9 月１日から紹介状なしで外来受診する際はご注意を
令和２年４月の診療報酬改定により、一般病床200床以上の地域医療支援
病院では、保険適用の診療費とは別に、選定療養費として、次の料金をご負担
いただくことになります。
【初診時】

紹介状をお持ちでない
初診の人

【再診時】

変更後

医科

1,100円

5,500円

歯科

1,100円

3,300円

医科
歯科

2,750円

なし

※受診の都度。

1,650円

なし

※受診の都度。

尾道市立市民病院医事課（☎0848 - 47-1155 ㈹）

日 時

会 場

10月 ６・７日

因島総合福祉保健センター

10月15・16日

サンボル尾道（向東）

10月28日

ベイタウン尾道

10月29・30・31日

総合福祉センター

※希望日をお取りできない場合、日程変更の
お願いのご連絡をします。
また、健診は医療機関でも受診できます
ので、直接医療機関へご予約ください。
※詳しい日程は「尾道市健康診査のお知
らせ」
をご覧ください。

健康推進課（☎0848 -24 -1962）

子育て

健康相談など

こころの相談

日

時

尾道市献血推進協議会

（☎ 0848-24-1177）
場

談

献血

相

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。
８月20日㈭ 13：30〜15：00
北部地域包括支援センター
（☎0848 -76 -2495）

情報アラカルト

●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
８月27日㈭ 13：30〜16：30
９月 ８ 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
９月４ 日㈮ 13：30〜16：30
担当 精神保健福祉士
因島総合支所健康推進課
（☎0845-22-0123）

もの忘れ何でも相談

東部保健所での相談（要申込）

●アレルギー疾患相談
８月18日㈫・9月15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）
９月16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。
９月17日㈭
９月11日㈮
●HIV抗原抗体検査・梅毒検査
９月17日㈭ ※匿名予約可。
広島県東部保健所保健課
（☎0848 -25 -2011）

芸術・文化

健診結果説明、健康相談
（保健師）
、
栄養相談（栄養士）
、
など
※骨密度・もの忘れチェックは実施しません。
■総合福祉センター
８月21日㈮ ９：30〜10：30
健康推進課（☎0848 - 24 -1962）

●こころの相談
（前日までに申込／ 2人）
こころの悩みのある人かその家族
■御調保健福祉センター
８月26日㈬ 13：30〜15：30
担当 公認心理師、保健師
御調保健福祉センター
（☎0848-76-2235）

スポーツ

成人健康相談

健康・福祉

対象外
・緊急な診療を必要とする人
・今回受診する診療科は初めてだが、別の診療科に継続して通院中の人
・各種公費負担医療制度の受給対象の人 など
詳しくは市民病院ホームページをご覧ください。

今年度は、新型コロナウイルスの
感染予防対策として、集団健診の定
員を減らして実施しています。次の日
程は定員に達しました。
また、これ以降の日程も定員になり
次第受付を終了します。申込み締切
日が近い健診は、電話でお申込みく
ださい。

くらしの窓

状 態が 落ち着き、他の医療機
関へ紹介を行った後も、引き続
き当院での受診を希望され、紹
介状を持たずに受診した場合

変更前

感染予防のため、集団健診の
定員を減らして実施しています

所

9：30～12：30 丸善製薬本社
9／1 ㈫
14：30～16：00 JA尾道市向東支店
※骨髄バンクドナー登録会も開催。
広報おのみち・令和 2 年 8月
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自死遺族の
分かち合いの集い

■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

大切な人を自死で亡くされた人が、
普段は言えないことを話せる、分かち
合いの集いです。
※秘密は厳守します。
※治療や指導は行いません。
８月23日 ㈰ 14：00〜16：00
antenna Coffee House
（東土堂町11-3）
家族・親戚を自死で亡くした人
300円
antenna Coffee House
（☎0848 -22-2080）

こころとからだの
リフレッシュセミナ—

がん啓発サポートキャンペーン

リレーフォーライフジャパン2020尾道
地域一丸となってがんと闘う連帯感を育む場として、がんで悩む事のない
社会を実現するために活動を行うチャリティーイベントです。
９月19日㈯ 14：00〜20日㈰ 13：00
尾道駅前広場、しまなみ交流館
参加賛同費 1,000円 ※要申込、当日参加可。
24時間歩き続けるリレーウォ−ク、がんで亡くなった人をしのぶ夜間の
ルミナリエ、講演会、音楽ステージ、乳がん検診など

マンモグラフィ
（乳がん）検診を行います
9月19日㈯ 13：00〜15：00 9月20日㈰ 9：00〜12：00
40歳以上の人
各日20人
「住所、名前、電話番号、
（マンモ希望者のみ生年月日、健診希望日も必
要）
」をFAXかメールで
リレーフォーライフ広島実行委員会事務局尾道事務所
（☎0848 -24 -2413・ 0848 -24 -2423）
info@rfl-hiroshima.jp

あなたの朝が変わる！元気アップは
快眠から
すっきり快眠できていますか？「睡
眠」について一緒に学んでみませんか。
９月７日㈪ 13：30〜15：30
毎月第２・第４木曜の13：30から、芸予文化情報センターで開催している
御調保健福祉センター
「国保すこやか健康塾」
への参加は、新型コロナウイルス感染症予防対策と
市内在住で概ね40歳以上の人
公認心理師による「睡眠」のお話と、 して、事前登録をしていただくことになりました。登録者以外は参加できま
せんので、希望者は登録してください。
音楽療法士による歌、楽器演奏など
尾道市国民健康保険加入者
15人
筆記用具
８月26日㈬ 17：00まで（土・日・祝日を除く）
※開催日等の詳細は、登録者へ個別にお知らせします。
８月31日㈪
御調保健福祉センター
因島福祉課（☎0845 -26 - 6218）
（☎0848 -76 -2235）

国保すこやか健康塾は事前登録が必要です

介護予防講演会

持参物
締切
電子メール
ホームページ

９月８日㈫ 13：30〜15：00
総合福祉センター
介護予防に関心がある人
講演「栄養のお話−元気でいるため
に−」
講師 平井敏弘（公立みつぎ総合病院
顧問）
100人
高齢者福祉課、健康推進課、各支
所などにある申込書を持参か郵送、
FAXで
９月１日㈫
高齢者福祉課
（☎0848- 38- 9137
0848- 37- 7260）
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シルバーリハビリ体操2級指導士（21期生）
養成講習会受講者募集
体操 指導士21期生として、仲間
と一緒に、自分も地域も元気になる
活動に参加しませんか？
9月29日㈫、10月2日㈮・6日㈫・
9日㈮・13日㈫・16日㈮
10：00〜16：00（6日間）
人権文化センター
市内在住で次のすべての項目に
該当する人
①概ね60歳以上の人
②常勤の職についていない人
③シルバーリハビリ体操指導士として
地域でボランティア活動ができる人

講習科目 解剖運動学、シルバー
リハビリ体操 など
20人
講師 医師、理学療法士、シルバー
リハビリ体操１級指導士 ほか
筆記用具、昼食
高齢者福祉課、健康推進課、各支
所などにある申込書を持参か郵
送、FAXで
９月11日㈮
高齢者福祉課
（☎0848-38-9137
0848-37-7260）

85 特定健診はあなたの体の将来を見直すチャンス
特定健診とは、医療保険に加入している40〜75歳未
満のすべての人を対象とした、自覚症状の乏しい生活習
慣病の予防、進行の早期対応を目的とした健診です。身
体計測、血圧、血液検査（糖代謝、脂質、肝機能、腎臓
機能検査※）
、尿検査などの検査を、年１回受けることが
できます。
（※尾道市国保の人は、令和２年度から貧血検
査も追加）
特定健診は自己負担無料となっている保険者がほとん
どです。まだ受けていない人・受診予定のない人はご加入
の保険者にご確認ください。
（問い合わせ先は健康保険証に記載。
）
令和元年度 尾道市国民健康保険加入者の年代別特定健診受診状況
（厚生労働省様式 5-4 健診対象者及び健診受診者のピラミッド）

23.4％

42,2％

60～64歳

39.0％

19.9％

55～59歳

30.0％

17.1％

50～54歳

20.9％

18.0％

45～49歳

25.2％

14.1％

40～44歳

24.1％

（年齢）

生活習慣病の予防は若いうちからが大 切
です。問題が無かった検査項目でも、大切

なのは毎年受診して検査を続けることで見えてくる
数値の変化です。脂質検査や血糖値が少し高くなっ
ているなどの場合は、血管が傷ついて動脈硬化へ至
きましょう。
尾道市国保の40～50代の特定健診受診率は他
年代より低く、また50代からの医 療 費が急に高く
なっている傾向にあります。今年はコロナウイルス感
染症予防対策のため、自粛期間中に食べすぎや運動

健康・福祉

男性

40.7％

65～69歳

36.8％

A

る下地ができていると考え、生活習慣を改善してい

未受診者
70～74歳

39.5％

Q

昨年受けたら異常なしでした。
まだ若いし、特定健診を受けなくても
問題ないのでは？

くらしの窓

受診者

《よくあるご質問》

不足になりやすい状況でした。現在の体の状態を見
女性

直すためにも、特定健診を受けましょう。

健康推進課（☎0848 -24 -1962）

子育て

腹部超音波検査の話題

は、肝臓に針を刺さず、プローブと呼

超音波検査を臨床検査技師が担当し

けで検査できるため、患者さんの負

脈・下肢静脈・甲状腺などの臓器の

ています。特に腹部超音波検査は肝

ばれる超音波装置を肋骨に当てるだ
担が軽減できる利点があります。

肝炎ウイルス治療後の経過観察や

心に異常所見の有無を検査し、病気

脂肪性肝疾患などの肝臓の硬さの評

ます。

普及することが期待されます。沈黙の

装置には、超音波エラストグラフィー

見のため、健康診断や定期健診を忘

の早期発見、早期診断に役立ててい
今回新しく導入された超音波検査

価は肝臓に針を刺し組織の一部を採

取する方法があります。このSWE法

臓器と呼ばれる肝臓の病気の早期発

れず受診し、腹部超音波検査で肝臓
の状態をチェックしましょう。

談

装備されています。肝臓の硬さの評

価に有用なSWE法は今後ますます

相

法（シェアウェーブ法：SWE）と呼ば

れる肝臓の硬さが評価できる装置が

情報アラカルト

臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓などを中

芸術・文化

市民病院では、腹部・心臓・頚動

スポーツ

15 ～超音波エラストグラフィー法について～

尾道市立市民病院
（☎0848- 47-1155㈹）

広報おのみち・令和 2 年 8月

11

子育て
ひとり親世帯臨時特別給付金を支給します

■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
持参物
締切
電子メール
ホームページ
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「おのはぐ」がリニューアル

新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親家庭を支援する
子ども・子育て支援に特化したスマー
ため、児童扶養手当の受給者等に臨時特別給付金を支給します。
（全国一律） トフォンアプリ「おのはぐ」をぜひご活
用ください。
■基本給付
■主な追加機能
１世帯につき ５万円
第２子以降 児童１人につき ３万円
・お子さんの成長を記録する母子手
①令和2年6月分の児童扶養手当受給者
帳機能
②公的年金を受給しており、
その年金で児童扶養手当の支給を受けていない人
・予防接種のスケジュール管理機能
③家計が急変し、児童扶養手当の対象となる所得水準に下がった人
・お 住まいの地域周辺の医療機関、
公園、幼稚園・保育所等の施設を
■追加給付
簡単に検索する機能
１世帯につき ５万円
■利用方法
④基本給付を受けた①②のうち、収入が大きく減少した人
アプリストアからダウンロード
申請方法
（AppStore、GooglePlayで
【母子モ】
【基本給付】①申請不要 ②③要申請（添付書類：簡易な収入額の申立等） で検索）
【追加給付】④要申請

申請時期 児童扶養手当現況届時（8月）※児童扶養手当未申請者は9月から。
支給日

【基本給付】①8月末に児童扶養手当の登録口座へ振込
②③決定後振込（9月以降）
【追加給付】④決定後振込（9月以降）
子育て支援課（☎0848 -38 -9205）

※詳しくは、お問い合わせいただくか、
市ホームページをご覧ください。
子育て支援課
（☎0848 -38 -9219）

現況届・所得状況等の手続きを忘れずに
対象者には提出書類を送付していますので、必ず提出してください。
次の要件に該当し、手当を受給していない人はお問い合わせください。※所得制限あり。
特別障害者手当等
名

称

児童扶養手当

特別児童扶養手当

障害児福祉手当
（20歳未満）

・父母が離婚（事実婚解消含む）
・父か母が死亡、生死不明
・父か母に重度の障害がある
・父か母が1年以上拘禁されている
・父か母から1年以上遺棄されている
・父か母が保護命令を受けた
・婚姻によらず生まれた

・知 的または精神障害のため
日常生活で制限を受ける状
態（療育手帳で概ねⒶ、Ａ、
Ⓑ）

※児童とは18歳年度末までの子。
中度以上の障害の場合は20歳未満の子。

※障害の状態により該当にならない場合あり。
※施設に入所している人は対象外。

提出期限

8月31日㈪

9月11日㈮  ※郵送での手続きも可。

提 出 先

子育て支援課か各支所（百島・浦崎を
除く）の窓口に本人が持参

問い合わせ先

子育て支援課（☎0848-38-9205）

対 象 ・
支給要件

広報おのみち・令和 2 年 8月

・身 体に中度以上の障害か長
期の安静を必要とする状態

特別障害者手当
（20歳以上）

 宅で、身体、知的または精神障害の
在
ため日常生活で常時特別の介護を必
要とする程度の障害の状態

社会福祉課か各支所
（御調地区は御調保健福祉センター／ 百島・浦崎を除く）
社会福祉課（☎0848 - 38 - 9124、38 - 9125）

全国一斉「子どもの人権
110番」強化週間

ドローン親子体験教室
参加者募集

いじめや児童虐待、インターネットに
よるプライバシー侵害などの被害にあっ
ている子どもたちが発する信号をいち早
くキャッチし、問題の解決を支援する
ため、専用相談電話「子どもの人権110
番」を広島法務局と広島県人権擁護委
員連合会で常時開設しています。
８月28日 ㈮〜９月３日 ㈭は、全国
一斉「子どもの人権110番」強化週間
として、受付時間を延長して電話相談
を受け付けます。

８月29日㈯
① 10：00〜12：00
② 13：30〜15：30
県立びんご運動公園
小学３〜６年生と
保護者
ドローンについての座学と操作練習
とチーム対抗ドローンリレー
各20組（予定） ※要予約。
講師 ドローン検定協会公認指導員
大人1,000円、子ども500円
室内シューズ
窓口か電話で
県立びんご運動公園
（☎0848 - 48 -5446）

■子どもの人権110番
（☎0120 - 007-110 ）
■受付時間
平
日 8：30～19：00
土・日曜 10：00～17：00

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

場

所

総合福祉センター
4カ月児健診

日

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

程

健診名

8月26日㈬・27日㈭
3歳児健診

瀬戸田福祉保健センター 8月28日㈮

因島総合福祉保健センター 8月20日㈭
瀬戸田福祉保健センター 8月28日㈮

程

8月12日㈬・1９日㈬・
20日㈭

御調保健福祉センター 9月 3 日㈭

9月 ９ 日㈬・10日㈭

御調保健福祉センター 9月 3 日㈭

日

瀬戸田福祉保健センター 8月28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。

子育て

1歳6カ月児健診

所

総合福祉センター

因島総合福祉保健センター 9月15日㈫
総合福祉センター

場

健康・福祉

健診名

９月６日㈰ 10：00〜11：00
総合福祉センター
ひとり親家庭の親子
10組
１人100円（アロマオイル代）
フェイスタオル1枚、マスク、飲み物
９月１日㈫
母子・父子福祉センター
（☎0848 -22- 8385）

くらしの窓

※上記期間以外の受付時間は、平日8：30～17：15。

乳幼児健診

ひとり親家庭の親子交流会
親子でハンドマッサージ

相談・講習会
場

所

総合福祉センター
（要予約）

母乳相談
（要予約）

9月14日㈪

13：20 ～15：30

8月27日㈭

9：45 ～11
：30

対

象

概ね1歳までの児

9月10日㈭

9：10 ～ 9：30

総合福祉センター

8月24日㈪

9：50 ～10：00
（10：50まで）

乳児の家族

８人程度

因島総合福祉
保健センター

8月18日㈫

13：10 ～13：20
（14：10まで）

乳児の家族
※託児あり。

８人程度

8月18日㈫
25日㈫
9月 1 日㈫
8 日㈫
15日㈫

13：30～
14：30～
15：30～

※電話相談に変更の
可能性あり

総合福祉センター

母子健康手帳
総合福祉センター
の交付（要予約）

13：00～
10月13日㈫
8月23日㈰

9：00 ～12：00

市内在住の妊婦か、出産後概ね
１年６カ月までの人
3人 ※個別相談。
※相談利用は１人２回まで。
平成27年12月生まれで発達
など気になることがある児
8／28㈮
平成27年12月～平成28年1月
生まれで発達など気になるこ
とがある児
9／11㈮
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、バスタオル

離乳食の進め方の話、
デモンストレーション
母子健康手帳、筆記用具、
マスク
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

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）

談

因島総合福祉
保健センター

10月 1 日㈭

考

0 ～12カ月の児

瀬戸田福祉
保健センター

総合福祉センター

備

相

5歳児相談
（要予約）

受付時間

情報アラカルト

離乳食講習会
（要予約）

程

芸術・文化

いんのしま
乳児健康相談 子育て支援センター
（要予約）

日

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 8月
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タッチケア
赤ちゃんに触れながら絆を深めよう
9月2日（水）10：00～11：30

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

親子であそぼう
てくてくクラブ
9月11日（金）
10：00～11：30

概ね１才半～3才の子と保護者
7組
9／4（金）
13：30～

■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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ハイハイ期までの子と保護者、
妊婦
10組
講師 吉葊朱美さん（助産師）
8／21
（金）～

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）

親子ヨガ
産後ママの体のケアとリフレッシュ
9月15日（火）
10：00～11：30

作って贈ろう！ おじいちゃん
おばあちゃんへのプレゼント
9月15日（火）
①9：00～ ②10：30～

みかんちゃんとリトミック
9月16日（水）
①10：00～ ②10：45～

産後ママのヨガストレッチ
9月17日（木）10：00～11：00

キラキラ親子体操
9月29日（火）
10：00～11：00

東尾道

親子ストレッチ
9月24日（木）10：30～11：15

首すわり～歩くまでの子と
保護者
講師 角谷鈴栄さん
10組
9／8（火）
13：30～

ビデオ通話アプリを使った、オンラインでの子育て支援サービスです。
イベントについてはアプリ内カレンダーから詳細をご確認ください。

子育て支援センター
「はっぴぃ」

子育て支援センター

ベビーヨーガと子育て相談
9月4日（金）10：00～11：30

概ね2～6カ月の子と保護者
10組
講師 沖村暁美さん
8／26（水）
13：30～

『キッズ Ｗeb☆尾道 』

生口島

いんのしま

「すくすく」相談
8月31日（月）9：30～11：30

☎0845-22-1545

未就園児と保護者
各５組
9／1
（火）～

ハイハイ期までの子と保護者
講師 嶋田萌菜さん
10組
9／3（木）～

子育て支援センター

未就園児と保護者
講師 村上清美さん
各５組
9／2（水）～

１歳半以上の子と保護者
講師 田中悦子さん
10組
9／15（火）～

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）

妊婦、未就園児と保護者
身体測定・歯科健診・栄養相談
10組程度 ※時間予約制。
講師 保健師、栄養士、小児歯科医
受付中

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）

親子でわらべうたを
楽しもう
9月9日（水）10：00～11：00

幼稚園・保育所の入所に
ついて聞いてみよう！
9月29日（火）
10：00～11：30

気持ちを切り替えて
やってみる☆
9月28日（月）10：00～11：30

親子でリトミック
9月30日（水）10：30～11：15

赤ちゃんからのわらべうた
9月8日（火）10：30～11：30

みつぎ

講座 すくすく子育て
赤ちゃんの体を整えよう
9月11日（金）10：30～11：45

☎0845-28-1345

未就学児と保護者
講師 前田和子さん（おのみち
わらべ）
5組程度
8／17（月）～

向島

子育て支援センター
「はぐ」

未就園児の保護者
5人程度
講師 利用者支援専門員
8／17（月）～

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）

２カ月～ハイハイ期までの子と
保護者
講師 前田和子さん（おのみち
わらべ）
5組
8／25（火）～

まめっちょさんのお話し会
9月9日（水）
・23日（水）
11：30～11：45

ちくちく手縫い 古着リサイクル
でレッグウォーマーを作ろう！
9月25日（金）
10：30～11：30

☎0848-45-1305

未就学児の保護者、妊婦
5組
講師 まめっちょさん
8／26（水）～、9/9（水）～

未就学児の保護者、妊婦
5人
講師 阿部恵美さん
9／11
（金）～

☎0848-47-5585

未就学児と保護者
3組
講師 山中見友さん
9／18（金）
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

わかばタイム
あかちゃんとママのゆったり時間
9月16日（水）13：00～14：15
2～10カ月の乳児と保護者
5組
9／1
（火）～

日商簿記3級検定対策講座
９月５日〜11月７日の毎週土曜 10：00〜12：00（全10回）
総合福祉センター
日商簿記３級レベルの内容を理解している人（受験経験者など）
５人（ひとり親家庭優先）
受講料 10,000円
※別途テキスト代（1,000円程度）必要。
※ひとり親家庭には5,000円助成あり。
筆記用具・電卓
８月28日㈮
母子・父子福祉センター（☎0848 -22- 8385）
広報おのみち・令和 2 年 8月

1歳～未就園児と保護者
5組
講師 岡本光枝さん、大木なつよ
さん
9／17（木）
13：30～

1歳で歩ける子 ～3 歳児と
保護者
5組
講師 村尾きみかさん
9／23（水）
13：30～

歩くまでの子と保護者
講師 吉葊朱美さん（助産師）
バスタオル
5組
8／24（月）～

ベビーマッサージ「ハハコ」
9月25日（金）①9：00～10：15
②10：30～11：45
2カ月～ハイハイ期まで
講師 前有里恵さん（保育士）
各5組
9／1
（火）～

おのみちキッズフェスタ
中止のお知らせ
毎年８月に開催していた「おのみち
キッズフェスタ」は、新型コロナウイル
ス感染症について参加者、関係者の
皆さんの感染リスクを払拭できないこ
とから、
今年度は中止します。
生涯学習課（☎0848 -20 -7444）

スポーツ
びんご運動公園アクアビクス教室
受講生募集

県立びんご運動公園（☎0848 - 48 - 5446）

※行事案内は予定のため、変更・中止されることがあります。

8月16日㈰ ISOTOPE

卓球大会

び

第27回尾道市長旗争奪中学硬式野球大会（2日目）び

9月3日㈭ 尾道年金受給者協会G・G第17回大会
5日㈯ 中国地区大会県予選会（バドミントン）

び
び

尾三地区高等学校新人陸上競技選手権大会（～9／6）び
令和2年広島県スポーツ少年団軟式野球交流大会（～9／6）び

2020HIFAユースリーグ高円宮杯サッカー び
リーグ U-13（8／29）

尾三地区高等学校ソフトテニス新人選手権大会兼 び
地区インドア大会予選（～9／6）

第9回天野カップ中学生ソフトテニス研修大会団体戦 び

U-13 プログレスリーグ中国2020

因

中国新聞杯小学生ソフトボール県選手権尾道地区予選 御ソ

第28回中四国学生ラクロスリーグ戦

向

栗原平木山野球クラブ親善大会

び

RSK全国選抜ジュニアテニス選手権大会中国予選（～8／24）び
び

高円宮杯U-15プログレスリーグ2020 中国大会（9／13）因
第45回広島県民大会バレーボール競技尾道市予選会 御体
尾道市団体対抗テニス大会

向

広島県民大会第45回尾道市バスケットボール予選会 向
8日㈫ 尾道グラウンド・ゴルフ長月大会

び

第25回名誉会長杯ビーチボールバレー大会 長

10日㈭ でんゆうGG東部地区グラウンドゴルフ月例大会 び

第45回市長議長杯ソフトテニス大会

12日㈯ 令和2年度秋季昇段昇級審査会（空手）

向

び

秋季広島県高等学校野球大会1・2回戦（～9／13）び

29日㈯ 夏休み小中学生合同練習会及びクラブ内ランキング大会 び

第26回中国・四国中学校選抜ソフトテニス大会団体戦（～9／13） び

高円宮杯U-15プログレスリーグ2020（サッカー）
（9／12）び

2020 Jリーグ U-14 サザンクロスA 中四国大会 因

しまなみフレンドシップ（親善試合）
（野球） び

市町村共済組合広島県大会

御ソ

第9回尾道ジュニアバレーボール交歓会

向

中国新聞社旗争奪野球大会（8／30、9／13）向

2020尾道ジュニアバレーボールリーグ戦3日目 長

第45回広島県民体育大会ソフトテニス競技（スポーツ少年団の部） 因
ミズノオープン地区予選（2部）

御ソ

談

第43回西日本軟式野球大会尾道地区予選会（9／6・13）長

び

相

第43回西日本軟式野球大会尾道地区予選会 び

13日㈰ 広島県社会人サッカーリーグ

情報アラカルト

24日㈪ 日立造船労働組合向島地区第12回ビーチボールバレー大会 び

30日㈰ U-13プログレスリーグ中国2020（サッカー）び

芸術・文化

第354回月例大会（テニス）

びんご地区社会人リーグ（サッカー）
（8／30、9／6）び

び

スポーツ

23日㈰ 第36回広島県女子サッカー選手権兼皇后杯県予選 び

6日㈰ 令和2年度前期級位審査会（剣道）

子育て

広島県サッカーリーグHiFAユースリーグ（8／22・23、9／6）向
22日㈯ 2020JリーグU-14サザンクロスA（サッカー）び

令和2年度尾三地区高体連卓球競技1年生大会 長

健康・福祉

行事案内

7月12日㈰からテニス場センターコート2面がハード
コートに生まれ変わりました。国 際 大 会が 行われる
「有明コロシアム」と同じ仕様でクッション性が高く、
安全にプレーできるコートです。備後地域でプレーでき
るのはここだけです。コートの感触を楽しんでください。

くらしの窓

火・木曜 10：00〜10：45
県立びんご運動公園
高校生以上
元気になる音楽を聞きながら、足腰に負担のかかり
にくい水中で楽しく体を動かします。
25人
講師 専任インストラクター
1回 610円
※定期受講もあり。
水着、水泳帽子、タオル
参加料金を添えて受付で
県立びんご運動公園
（☎0848 - 48 - 5446）

びんご運動公園テニス場
センターコートリニューアル

15日㈫ 第33回尾道びんご会グラウンドゴルフ交流大会三人団体戦 び

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

広報おのみち・令和 2 年 8月
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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」
8月12日㈬・25日㈫ 18：00〜
各回約40人
●こども上映会
8月22日㈯ 10：30〜11：30
こども向け映画の上映会
約40人 ※要申込。
幼児〜

●ライブラリーコンサート「夏」
8月23日㈰ 13：00〜14：00
曲目 「パプリカ」「荒城の月」
「フレア」など
出演 オカリナ「潮の音」、
しの笛「野菊」、ハクナマタタ
80人

市民音楽芸能祭 2020
出演団体募集

しまなみ交流館
■10月31日㈯
舞踊、ダンス、吟詠剣詩舞、和太
鼓、大正琴など
■11月1日㈰
合唱、室内楽、筝曲、尺八など
■瀬戸田図書館（☎0845 -27-1877）
参加資格 出演者の大多数が市内
●絵手紙展「処暑の便り」
在住、通勤・通学しており､地域・
8月22日㈯〜9月20日㈰
職場・学校などで舞踊・音楽など
瀬戸田絵手紙
の活動を行っている団体・個人
教室による作
注意事項
無観客で開催します。新
■みつぎ子ども図書館（☎0848 -76 -3111）
品の展示
型コロナウイルス感染症拡大防止
●巡回展「虫のおじさん 江頭正
対策を講じて開催しますので、控
昆虫スケッチ展」
■向島子ども図書館（☎0848- 44- 0114）
室・舞台等で三密状態にならない
9月4日㈮〜15日㈫
●巡回展「続・天保の飢饉 御調は
よう、出演者の皆様のご協力をお
●平面ブロックパズルLaQ 体験会
耐えてしのぶ。
」古文書展
願いします。
8月22日㈯ 13：00〜15：00
9月1日㈫〜30日㈬
県内の感染状況等によっては中
3 歳以上（未就学児は保護者同伴）
半田堅二さん著「続・天保の飢饉
止することもあります。
御調は耐えてしのぶ。
」出版記念展
1,000円
■因島図書館（☎0845 -22- 8660）
示、内海家文書を紐解く内容
8月28日㈮までに所定の用紙で
●島の映画館 因島座
尾道市文化協会事務局（文化振
8月15日㈯・22日㈯ 10：30〜
興課内 0848 - 20 - 7514）
各回50人
●「重井町郷土かるた」展示
●巡回展「虫のおじさん江頭正
昆虫スケッチ展」
尾道市立図書館（５館）に書籍用の「除菌BOX」を
開催中〜8月30日㈰
設置しています。
●ギャラリー in 図書館
除菌効果のある紫外線で45秒間、本の表面を除菌
「弓削植物画同好会作品展」
します。
開催中〜8月29日㈯
ボックス内に本を入れてスイッチを押すだけ。使い
「斉藤翠石とゆかいな仲間たち」
方も簡単ですので、ぜひ、ご利用ください。
書道展
尾道市立図書館
9月2日㈬〜30日㈬

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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ラキュー

書籍用「除菌BOX」を設置しました。

因島水軍城（村上海賊ビジターセンター）特別展
■ 村上海賊人物伝 — 村上新蔵人吉充Ⅰ
〜因島村上氏と戦国時代〜
8月28日㈮〜10月28日㈬ 9：30〜17：00
※木曜休館。
因島水軍城
日本遺産村上海賊の因島村上氏当主村上
新蔵人吉充にスポットをあてた展示会
大人 330円 小・中学生160円
文化振興課（ 0848 - 20 - 7425）

広報おのみち・令和 2 年 8月

音楽のまちづくり

場所

しまなみ交流館

※敬称略。

■NHK交響楽団メンバーによる室内楽コンサート
〜フルートカルテット〜

■仲道郁代ピアノ・リサイタル
〜ドビュッシーの見たもの〜

日時

日時

曲目

10月11日㈰ 14：00～

曲目

モーツァルト「自動オルガンの為のアンダンテ K.616」
ラヴェル（神田寛明編）
「マ・メール・ロワ」ほか

甲斐雅之

梶川真歩

神田寛明

10月18日㈰ 14：00～
オール・ドビュッシー・プログラム

中村淳二

くらしの窓

仲道郁代

健康・福祉

【共通事項】
Ⓒ Kiyotaka Saito
チケット販売 （N響）8月14日㈮〜 （ピアノ）8月21日㈮〜
一 般 2,000円、18歳以下1,000円（全席指定）
※客席内での密集を避けるため、座席の間隔を空けて販売します。
※未就学児の入場はご遠慮ください。 ※曲目は変更になる場合があります。
チケット取扱い しまなみ交流館、おのみちバス駅前バスセンター、啓文社各店、チケットぴあ（
9999、Pコード：（N響）186466、
（ピアノ）186467）
しまなみ交流館（ 0848 - 25 - 4073）

0570 - 02 -

■ 開館40周年記念特別展「誕生80周年 トムとジェリー展
カートゥーンの天才コンビ ハンナ＝バーベラ」

■常設展Ⅱ「圓鍔勝三のコレクション展」

■「平山郁夫の原点 瀬戸内とシルクロード」

9：00〜17：00（入館は16：30まで）
月曜休館（祝日は開館）

9：00〜17：00（入館は16：30まで）
月曜休館（祝日は翌日）

9：00〜17：00（入館は16：30まで）
無休

☎0848-23-2281

☎0848-76-2888

■Curriculum — 授業作品展 —

1年次から大学院までの、日本画・油画・デザイン
から成る３コースのカリキュラムで制作された作品を
展示。美術学科の教育の全体像をご覧いただけます。

☎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『絵画の子どもたち』

■夏季企画展

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〜10月4日㈰
一般800円、中学・高校・大学生300円
（市内学生無料）

☎0848-20-1218

百鬼夜行の世界

開催中〜9月13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

開催中〜8月23日㈰

10：00〜18：00
水・木曜休館（祝日は開館）

（潮見町）

☎0845-27-3800

☎0845-27-0800

開催中〜10月28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

かつて、日用品・広告媒体として広く親しま
れた広告マッチの世界を通じ、当時の尾道の
商業の様子を振り返ります。

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）
■第38回企画展示 尾道マッチ今昔物語

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 8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〜9月18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〜9月6日㈰
大人1,000円、高校・大学生800円、中学
生以下と70歳以上（要年齢確認）は無料

開催中〜8月30日㈰
大人420円、高校生310円、中学生以下
と70歳以上（要年齢確認）は無料

子育て

尾道市立美術館 （西土堂町） 圓鍔勝三彫刻美術館（御調町高尾） 平山郁夫美術館（瀬戸田町沢）
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今だからこそ「心と心の絆を大切に」

おのみち日本語教室代表

山戸友吏子

おのみち日本語教室は、向島公民館

と日比崎公民館で、日本語を母語とし
ない人への日本語の学習支援をしてい
ます。

住み慣れた故郷を離れて、言葉も習慣も違う国で暮らすこと

は、とても大変だと思います。さらに今年は、コロナウイルス感

染拡大という事態も起こりました。特効薬やワクチンが出来て
■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

いないなかで、
「新しい生活様式」が求められています。
「ソー

シャルディスタンス」という言葉も浸透してきています。感染予
防のために人と人との距離を取ることは大切です。でも、そのた
めに、心と心の距離が広がったらと心配になります。

私が学習支援をしている中で、あるフィリピン出身の青年の言葉が、深く心に残っています。その青年との

学習中、後ろの席の南アフリカ出身の女性と日本語で会話をしました。その時彼が「私は英語ができないけ
ど、ここで日本語で他の国の人と話せて嬉しい」と言ってくれました。とてもありがたい言葉でした。

どこの国の人でも、少しでも安心して暮らせるように、身体と身体の距離は取っても、心の距離は近くに……

「心と心の絆を大切に」できるような活動をしていきたいと思っています。

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

クロスロードみつぎ取扱商品

生産者の支援に
地域産品の詰め合わせ販売中

持参物
締切
電子メール
ホームページ

道の駅クロスロードみつぎでは、イ
ンターネット通販サイト「さとやま商
店500」で、自慢の地域の特産品詰
合せ商品を販売しています。
こちらのサイトでは、
広島県内14の道の駅が
人 気 のスイーツや 特 産
品など、地域の真心がこ
もった商品を詰め 合わ
せて販売しています。生
産者の皆さんへの支 援
につながりますのでぜひ ▲さとやま商店
通販サイト
ご利用ください。
販売期間 12月31日㈭まで
道の駅クロスロードみつぎ
（ 0848 - 76 - 3115）
https://satoyama-shoten-500.shop/
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みつぎの三ツ星野菜便

尾道パパイヤドレッシングセット

15時のおやつセット

尾道出身の県外学生を応援!!
尾道学生応援箱をお届けする
学生を募集しています
新型コロナウイルス感染症拡大に
伴い、帰省など移動の自粛やアルバイ
ト収入の減少などにより生活が困難
となっている尾道出身で県外在住学
生に対して尾道学生応援箱をお送り
するため、希望学生の募集を行ってい
ます。
詳しくは、市ホームページ「尾道学
生応援箱」で検索。
政策企画課（ 0848 - 38 - 9314）

建設工事等入札参加資格追加
審査申請受付（令和元・2年度）
受付期間 9月7日㈪〜11日㈮
8：30〜12：00、13：00〜17：00
受付場所 契約課
申請方法 市ホームページに掲載の
申請書を提出。電子申請の場合は、
受付期間中に申請を行い、添付書
類を 9月18日㈮までに提出。
※詳しくは提出要領をご覧ください。
契約課（ 0848 - 38 - 9282）

催し

里山尾道ウォーク in みつぎ

第45回銀遊会水彩画展

教室・講座

姉 妹 都 市
今治グルメ紹介

スポーツ

「今治の焼き鳥」

芸術・文化

今治の焼き鳥は、熱々の鉄板の
上から大きな鉄のコテで肉を押さ
え、ジュージューと豪快に焼く個性
的なスタイルが特徴です。
「早い・安い・旨い」の三拍子が揃
うこのスタイルは、約50年前、商売
をしている人が多い今治の土地柄に
合わせ、一早く提供できるよう工夫
して考案されたと言われています。
現在、今治市内には約70の店舗
があり、タレの味付けや焼き具合な
ど、それぞれの店のこだわりを楽し
むことができます。

相
談

広報おのみち・令和 2 年 8月

情報アラカルト

有害鳥 獣による農作物 被 害やイノシシ
等の市街地出没による人身被害から守るた
め、防護さく等の購入について助成を行って
います。
（それぞれ１年度１回まで）
■農林業者対象
市内に農林地を有する農林業者
対象種目 防護さく（トタン・溶接金網）、
電気さく、防鳥ネット、捕獲わな（箱わな） ※工事費は除く。
補助額
・農林業者（個人）
：対象経費の３分の１か、30,000円のどちらか低い額
・２戸以上の農林業者（隣接する２筆以上の農地を囲む場合）：対象経費の
2分の１か、70,000円のどちらか低い額
■非農林業者対象
町内会等非農林業者で組織する団体で、次の要件をすべて満たすもの
①人その他財産被害を受けている10戸以上の者で構成していること
②団体等の代表者が広島県主催の集落リーダー研修会を受講（予定含む）
か、団体等が主催する出前講座等で有害鳥獣対策を学習すること
③防護さくの継続的管理ができること
対象種目 防護さく（溶接金網）
補助額 対象経費相当額 上限額10万円
※詳しくは、お問い合わせください。
農林水産課（ 0848- 38- 9473）
御調支所まちおこし課（ 0848- 76- 2922）
向島支所しまおこし課（ 0848- 44- 0112）
因島総合支所しまおこし課（ 0845- 26- 6211）
瀬戸田支所しまおこし課（ 0845- 27- 2212）

今治市へ行こう！

子育て

鳥獣防護さく等設置事業

健康・福祉

etc…

くらしの窓

秋の里山風景の中をウォーキングし
ませんか。今年は、身体的距離キープ
風景画や静物画など様々な絵画作 のため、コース上では傘をさします。
9月26日㈯ 9：00〜12：30頃
品の展示です。感性豊かな水彩画の
集合場所
道の駅クロスロードみつぎ
世界をご堪能ください。
コース
Aコース：4.3km、Bコース：9.4km
※今年は20人１グループが時間差で
スタートします。
中止になりました。
A20人、
B 80人
大人500円
物品購入等入札参加資格審査
小学生以下250円（要保護者同伴）
追加申請受付（令和元・2年度）
郵便振替で振込か現金を添えてま
ちおこし課で申込
9月7日㈪〜11日㈮
※詳しくは市ホームページ
（里山尾道
【前期】
9月
1日㈫〜15日㈫
8：30〜12：00、13：00〜17：00
ウォークで検索）
か募集チラシを
【後期】9月16日㈬〜30日㈬
※郵送の場合は受付期間内必着。
ご覧ください。
8：30〜17：15 ※日・祝日を除く。
財政課、
因島総合支所市民生活課、
9月10日㈭
※前期・後期とも最終日は15：00まで。
瀬戸田支所住民福祉課
〒722 - 0392 御調町市 245
※詳しくは、市ホームページをご覧く ※土曜の時間はお問い合わせください。
御調支所まちおこし課
人権文化センター
ださい。
（
0848 - 76 - 2922）
人権男女共同参画課
財政課（ 0848 - 38 - 9324）
mtg.okoshi@city.onomichi.hiroshima.jp
（ 0848 - 37- 2631）
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シルバー剪定講習会
8月31日㈪～9月3日㈭（4日間）
9：00～16：00
市内の緑地（予定地：向東町）
市内在住の60歳以上の人
15人
1,580円（傷害保険料）
8月21日㈮
（公社）尾道市シルバー人材セン
ター（ 0848 - 20 - 7700）

■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

尾道市勤労青少年ホーム
陶芸講座
9～2月の第2・4 水曜
19：00～20：50
原則、市内在住か勤務先のある15
～34歳の人（学生は除く）
ロクロ（手廻し・
電気）を用いて食
器等を制作
8 人 ※定員に
達しない場合対
象者以外の受講
も可。
講師 金野剛さん（陶芸作家）
粘土代１回100円
※別途焼成費あり。
タオルやハンカチ
電話で ※新規会員は会費700円
が必要。
尾道市勤労青少年ホーム
（ 0848 - 22 - 5396／13：00～
21：00）
sei-home@city.onomichi.hiroshima.jp
etc…

募集

ふるさと納税の返礼品
提供事業者向け説明会
ふるさと納税により尾道市に寄附
した人に対して返礼品を提供してい

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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ただける事業者向けの説明会を開催
因島「空き家バンク」の
します。
情報提供を開始します
8月20日㈭ 10：00～、14：00〜
8月1日から因島地区空き家バンクの
総合福祉センター
尾道市内に本社か主たる事務所の 情報提供を開始しました。
空き家を借りたい・買いたい人は専用
ある法人、個人事業者
ホームページをご覧ください。
また、利活
品種 製造や原材料が市内でつくら
用が可能な空き家も随時募集中です。
れている商品等 ※詳しくは市ホー
NPO法人ハウジング・サポート・
ムページをご覧ください。
センター（ 0845 - 22 - 9640）
政策企画課（ 0848 - 38 - 9314）
https://akiyabank.in/

尾道市成人式「二十歳の誓い
の言葉」新成人代表者募集
二十歳を迎えての決意や、お世話
になった人たちへの感謝の気持ちを
発表する新成人代表を募集します。
応募資格 令和３年尾道市成人式の
参加対象者で、開催日までに事前
打合せができる人
募集人数 男女１人ずつ
応募方法 「住所、名前、生年月日、
性別、電話番号、応募しようと思っ
た理由」を記載し応募
8月31日㈪
※応募 理由等をもとに選考し、9月
28日㈪までに連絡します。
〒722 - 8501 久保一丁目15 -1
生涯学習課（ 0848 - 20 - 7444
0848 - 37- 0233）
shogai@city.onomichi.hiroshima.jp
■令和3年尾道市成人式
令和3 年１月10日㈰ 13：30～
県立びんご運動公園健康スポーツ
センターメインアリーナ

平成12年 4月2日から平成13年
4月1日までに生まれた人
※成人式の詳細は、広報おのみち
10月号でお知らせする予定です。

空き店舗活用を支援します
対象地域の空き店舗・空き家を活用
して新たに出店開業する経費のうち店
舗部分の施設改修、備品購入の一部を
助成します。
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
補助対象経費の２分の１（上限250
万円）
■因島地区
対象地域 因島土生町商店街
※交付要件等、詳しくは市ホームページ
掲載の募集要項をご覧ください。
8月31日㈪
因島総合支所しまおこし課
（ 0845 - 26 - 6212）
■瀬戸田地区
対象地域 瀬戸田歴史的風致地区
（しおまち商店街周辺）
募集期間 8月11日㈫～9月30日㈬
瀬戸田支所しまおこし課
（ 0845 - 27- 2210）

ボランティア研修会
「新型コロナウイルス対策
説明会＆ボッチャ体験会」
8月28日㈮ 10：00～12：00
総合福祉センター
ボランティア活動に興味がある人、
放課後子ども教室・放課後児童ク
ラブスタッフ、教育ボランティア等

放課後子ども教室等での新型コロ
ナウイルス感染防止対策の説明会
と、ボランティア活
動の場で活用でき
るボッチャの体験
会を開催します。
50人 ※要申込。
講師 尾道市スポーツ推進委員ほか
電話かFAX、メールで
8月21日㈮
生涯学習課（ 0848 - 20 - 7444
0848 - 37- 0233）
shogai@city.onomichi.hiroshima.jp

市営住宅入居者募集
（随時）
6月定期募集の公開抽選後に入居
希望者がなかった住宅について、随
時募集として先着順で入居申込を受
け付けています。
詳しくは、市ホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください。
※すでに申込みがある住宅は除く。
8月31日㈪
市営住宅管理センター
（ 0848 -21-1266）

中学校卒業程度認定試験
10月22日㈭
広島県庁（広島市中区基町10 - 52）
出願期間 9月4日㈮まで
受験案内配布場所 広島県教育委員
会生涯学習課（広島県庁東館 6階）
※詳しくは、文部科学省ホームページ
をご覧ください。
文部科学省生涯学習推進課
（ 03 - 5253 - 4111㈹）

市有地を売却します

場

所

地目等

面

積

予定価格
（最低売却価格）

37

西藤町字割石1395番4

宅地

208.12㎡

3,504,000円

38

西藤町字割石1399番1

宅地

422.13㎡

7,107,000円

377.93㎡

3,120,000円

52

向島町字扇新開 5412番2

宅地

598.15㎡

19,170,000円

35

因島三庄町字妙見山1953番3

宅地

355.28㎡

3,672,000円

14

瀬戸田町御寺字和木1208番14

宅地

217.93㎡

1,757,000円

15

瀬戸田町御寺字和木1208番15

宅地

242.48㎡

1,955,000円

29

瀬戸田町沢字室浜 312番1

宅地

456.77㎡

2,833,000円

43

瀬戸田町名荷字高井口1588番1

宅地

318.99㎡

2,184,000円

49

瀬戸田町中野字佐満堂 408番42外2筆

宅地

1496.92㎡

51,507,000円

瀬戸田町林字三軒屋 21番28

宅地

193.43㎡

建物

60.35㎡

宅地

193.10㎡

建物

60.35㎡

53
54

（敷地内）木造平家建
瀬戸田町林字三軒屋 21番29

因島総合支所
施設管理課
0845 - 26 - 6202）

瀬戸田支所
多目的会議室

瀬戸田支所
しまおこし課
0845 - 27- 2213）

（

1,678,000円
1,675,000円

情報アラカルト

（敷地内）木造平家建

因島総合支所
２階
多目的会議室 （

芸術・文化

宅地

0848 - 38 - 9285）

スポーツ

防地町1362番6

財政課
（

子育て

44

受付場所
問い合わせ先

入札場所

市役所
２階会議室

健康・福祉

物件
番号

くらしの窓

受付期間 8月11日㈫～24日㈪ 8：30～17：15 ※土・日曜を除く。
売却方法 一般競争入札（現状有姿で売却します。必ず事前に現地を確認してください。）
※郵送、FAXによる申込みは受付できません。
入札日時 8月31日㈪ 10：00～
※詳しくは、8月7日㈮ の告示や、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

相
談

広報おのみち・令和 2 年 8月
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市営住宅の指定管理者募集

自衛官等募集
受験資格

受付期間
（締切日必着）

試験日

18歳以上21歳未満
高卒（見 込含）又は高専
３年次修了者（見込含）

受付中～
10／22㈭

【一次試験】
11／ 7㈯、8㈰

受付中～
10／ 7㈬

【一次試験】
10／24㈯、25㈰

受付中～
10／1㈭

【一次試験】
10／17㈯

受付中～
9／10㈭

【一次試験】
9／22㈷
【二次試験】
10／17㈯ ～22㈭の
うち指定する１日

募集種目

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

市では、民間事業者の能力やノウハ
ウを活用し入居者サービスの向上など
を図るため、市営住宅（特定公共賃貸
住宅を含む。）及び共同施設の管理運
営等（入退去や家賃収納、設備の維持
や保守点検、修繕など）について、指定
管理者を募集します。
管理期間 令和3年 4月1日〜令和8年
3月31日（5 年間）
対象施設 市営住宅と共同施設
67団地 管理戸数1,327戸（4月1日
現在）
募集要項の配布期間
8月3日㈪〜25日㈫ 9：00〜17：00
※土・日・祝日を除く。
受付期間 9月7日㈪〜16日㈬
9：00〜17：00 ※土・日曜を除く。
まちづくり推進課
（ 0848 - 38 - 9247）

尾道市職員採用候補者試験
（後期）
令和 3 年 4月採用予定の尾道市職員
採用候補者試験（後期）を10月中旬に
実施する予定です。
募集職種、募集人員、受験資格など
は、9月上旬に市ホームページや広報お
のみち9月号でお知らせします。
職員課（ 0848 -38 - 9342）

公立大学法人尾道市立大学
職員採用候補者試験
令和 3 年 4月採用予定の法人職員
採用候補者試験（第１次試験）を10月
中旬に実施する予定です。
募集人員、受験資格など詳しくは、
9月上旬に尾道市立大学ホームペー
ジや広報おのみち9月号でお知らせし
ます。
公立大学法人尾道市立大学事務局
総務課（ 0848 -22- 8380）

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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防衛
大学校
防衛医科
大学校

一般
医学科
看護学科

18歳以上21歳未満
高卒（見 込含）又は高専
３年次修了者（見込含）

海上
自衛隊

18歳以上23歳未満の者
（高卒者又は高専3年次修
了者（見込みの者を含む）
）

航空
自衛隊

18歳以上21歳未満の者
（高卒者又は高専3年次修
了者（見込みの者を含む）
）

航空学生

※その他の募集種目については、広報おのみち7月号をご覧ください。
自衛隊広島地方協力本部尾道出張所（ 0848 -22 - 6942）
https://www.mod.go.jp/pco/hiroshima/
hq1-hiroshima@pco.mod.go.jp

みんなで取り組もう！
イノシシ
ノシシ の近づき
にくい 環境づくり

不定期
連載

3

マダニに注意！

イノシシをはじめとした野生動物には
マダニが多く吸着しているため、イノシシ
が出没する場所で草や枝に触れると咬
まれる恐れがあります。春から秋にかけ
てマダニ類の活動が活発になり、今の季
節は特に注意が必要です。

●マダニに咬まれると、感染症にかかる
恐れがあります
マダニに咬まれることで、まれに重症
熱性血小板減少症候群等の感染症に
かかる恐れがあります。
●野外活動や農作業は、夏場でも長袖、
長ズボン
農作業だけでなく、庭仕事、レジャー
等の野外での活動は、マダニに咬まれな

いように長袖、長ズボン、帽子、手袋
等を着用して、肌を露出しないことが
大切です。
●マダニを見つけたら
絶対につぶさないでください。マダ
ニの卵が、そこで孵化して、大量発生
する恐れがあります。ビニール袋にく
るんで、捨てるか、日に当てておくと死
にます。
●もしも咬まれたら
自分で取らずに、直ぐに皮膚科等の
医療機関を受診しましょう。吸血中に
無理にもぎ取ろうとすると、感染の危
険が増す場合があります。
農林水産課（

0848 -38 -9473）

病院事業局の職員を募集します
尾道市立市民病院
試 験 職 種

採用予定人数

看護師

受 験 資 格

受 付 期 間

試 験 日

8月31日㈪ 〜9月18日㈮

9月26日㈯

資格免許を有する人か免許取得見込の人
看護師免許を有する人で、次のいずれかに該当

専門・認定
看護師

あわせて
10人程度

する人
⑴日本看護協会の専門看護師制度において、
専門看護師として認定登録されている人
⑵日本看護協会の認定看護師制度において、
認定看護師として認定登録されている人

※ 広報おのみち9月号で臨床検査技師・臨床工学技士・理学療法士の募集についてお知らせする予定です。
〒722 - 8503 新高山三丁目1170 -177
尾道市病院事業局試験委員会（尾道市立市民病院総務人事課内 0848 - 47-1155 ㈹）
http://www.onomichi-hospital.jp/
くらしの窓

公立みつぎ総合病院
試 験 職 種

採用予定人数

10人程度

薬剤師

2人

放射線技師
理学療法士

試 験 日

【第 2 回】
9月14日㈪ ～25日㈮
【第 3 回】
12月16日㈬ ～令和 3 年1月4日㈪
※第1回は終了しました。

【第 2 回】
10月3日㈯
【第 3 回】
令和 3 年1月9日㈯

8月17日㈪ ～28日㈮

9月5日㈯

9月14日㈪ ～25日㈮

10月3日㈯

【一次試験】
8月13日㈭～27日㈭

【一次試験】
9月20日㈰
【二 次試験】
11月2日㈪

各資格免許を有する人か免許取得見込
の人

各１人

子育て

作業療法士

受 付 期 間

健康・福祉

看護師

受 験 資 格

言語聴覚士
社会福祉士

臨床心理士

１人

臨床心理士資格もしくは公認心理師の
資格免許を有する人か取得見込の人

介護支援専門員

１人

介護支援専門員証の交付を受けている
人

3人程度

昭和56年4月2日から平成15年4月1日
までに生まれた人（経験不問）

病院事務

0848 -76 -1111㈹）

情報アラカルト

〒722 - 0393 御調町市124
尾道市病院事業局試験委員会（公立みつぎ総合病院総務課内
http://www.mitsugibyouin.com/

芸術・文化

10人程度

スポーツ

介護福祉士

相
談
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なぜ「鉄道」は海を目指すのか？
せとうちパレットプロジェクトの挑戦

向かって左側が岩本駅長

世界でも有数の美しさを誇る瀬戸内の多島美。今、鉄道がない島しょ部で、鉄道会社のJR西日本が様々な
プロジェクトを展開しています。代表して岩本圭司尾道駅長にお話を聞いてみました。

■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

岩本駅長：私たちJR西日本グループ
では、2018年に「地域価値の向上」
を
グループの中期経営計画に盛り込み、
「せとうちパレット
プロジェクト」を
スタートさせまし
た。多 様な観 光
資 源を有してい
る瀬 戸内エリア
で、鉄道事業と魅力創造事業が連携
して新たな価値を生み出すことで地
域の活性化を目指すものです。瀬戸
内を国内外から多くの人が訪れる海
陸の一大周遊ルートにすることがで
きれば、地域のお役にも立てるし、
我々も海への玄関口となる駅へ多く
のお客様を鉄道で運ぶことができる
と考えました。
ここ尾道においては、宿泊施設を
有した新たな旅の拠点「尾道駅新駅
舎」の建設、瀬戸内を周遊する観光
列車「ラ・マル・ド・ボァ」の運行の
他にも、しまなみ海道を訪れるサイ
クリストが自転車を乗せて旅するこ
とができる「サイクルシップ・ラズリ」

尾道～瀬戸田間を運航するサイクルシップ ラズリ

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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建造への出資、尾道のメーカーとコ
ラボした自転車「SHIMANAMII
LEMON BIKE」のレンタル開始、
地元企業と協力した商品の開発・
販売など、一見鉄道事業に関係な
いと思われることもやっています。
しかしこれらも、せとうちパレット
プロジェクトには大切な事業たちな
のです。

の来訪の受け皿として、生口島での
歴史的建 造物を活用した宿泊施設
の建設にも関わっていきます。

進水式には
STU48の
石田みなみ
さんと田中
皓子さんも
応援に駆け
付けました
レモンバイクはその名の通りまっ黄色

今後も手を緩めることなく各分野
でプロジェクトの展開は続きます。
先日尾道の造船所で進 水した、瀬
戸内の島々を結ぶ新たな観光型ク
ルーザー「SEA SPICA（シー スピ
カ）
」や宮島口〜尾道駅間を走る新
しい観光列車「etSETOra（エトセ
トラ）」の運行を開始します。お客様

尾道で建造されたシー スピカ

もうたくさんありすぎて、尾道 駅
長としてはうれしい悲鳴です！地元
尾道の方々とどんどんウィンウィンに
なっていくよう（駅でうどんを食べな
がら）頑張っていきます。
なぜJR西日本は「鉄道のない島」
への誘客を進めるのか謎が解けま
した。これからもせとうちパレット
プロジェクトから目が離せませんね。

エトセトラ
完成予想図

やさしさが
つながる

Series

64

譲渡会の様子

人と動物のいのちを大切にする社会の実現を目指して

ペットマナープロジェクトおのみち

※1 TNR活動…捕獲して不妊去勢手術を行い元の場所に戻す
活動（手術をした印に耳をVカットします）
※2 TNTA活動…捕獲して不妊去勢手術を行い、人に慣らして
譲渡する活動

動物と楽しく共生できる故郷

尾道

これらの活動を続けていくことで、犬猫による迷惑行為
や被害がなく、また飼い方のルールやマナーの向上により、
誰もが気持ちよく過ごせるまちになればと思っています。
犬猫の遺棄や虐待のない、人にも動物にもやさしい故郷
尾道であってほしい、そんな思いで今後も活動を続けてい
きます。犬猫の被害に嘆くのではなく、楽しく共生するには
どうしたらいいか、一緒に考えてみませんか。

子育て
スポーツ

令和元年度の実績

芸術・文化

・TNRした猫の数…………………… 102 頭
・譲渡数……………………………………… 62 頭
・地域猫活動に関わった件数… …… 5 件

情報アラカルト

私たちは、飼い主のいない猫を今以上に増やさないため
の活動（TNR活動※1・TNTA活動※2）や、地域猫活動の推
進を行っています。地域猫活動とは、野良猫問題の解決方
法の一つで、地域住民が主体となって野良猫の不妊去勢
手術を行い、餌のやり方やフンの始末などのルールを定め
て野良猫を管理していくものです。各地域の事情に応じた
地域猫活動が広がることで、人も猫も安心して暮らせるま
ちになればとの思いから、町内会等とも協力しています。
飼い主の意識向上の取組の一環として、飼い犬と一緒に
いつもの散歩コースを清掃する「クリーンわん清掃活動」を
行っています。その中
で一番多いのはタバコ
の吸い殻ですが、気に
なるのは犬猫のフンが
植え込みの中や路上
に放置されていること
です。
ペットを終生、愛情
僕たちも一緒にお掃除だワン♪
と責任を持って正しく

「クリーンわん清掃活動」は月に１回の地道な活動ですが、
協力者が増え、それに伴って活動範囲も広がっています。
また、TNR活動・TNTA活動、地域猫活動に私たちボ
ランティアが関わることで、前向きに対処していただける
人が増え、野良猫等への餌やりのみで終わっていた人の意
識改革にもつながり、飼い主のいない不幸な猫はわずかな
がら減っていると感じます。

健康・福祉

人も動物も安心して暮らせる
地域になるために

活動の賛同者により輪の広がり

くらしの窓

「観光のまち」として有名な尾道は「猫のまち」とし
ても全国的に有名になりつつある裏側で、動物に関
するさまざまな問題が起こっています。
不幸な犬猫を一匹でも減らしたい、ルールを守って
楽しく動物と共生できる社会になってほしい…そんな
思いで平成28年から「ペットマナープロジェクトおの
みち」として活動を始め、平成30年からは市民活動
支援事業に採択されています。

飼うのはもちろんのことですが、フンや尿の後始末、しつ
け、不妊去勢手術や猫の完全室内飼いの徹底なども必要
です。

政策企画課（ 0848 -38 - 9435）

相
談

広報おのみち・令和 2 年 8月
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相談
内

容

弁護士法律相談
［要予約］

日
時
月 7 日㈪13：00〜15：00
月18日㈮13：00〜15：00
月 2 日㈬13：00〜16：00
月 4 日㈮13：00〜16：00
月 8 日㈫13：00〜16：00
月16日㈬13：00〜16：00
月17日㈭13：00〜16：00
月23日㈬13：00〜16：00
月 3 日㈭13：00〜16：00
月14日㈪13：00〜16：00
月14日㈪13：00〜16：00

9 月 9 日㈬10：00〜16：00

場

所

尾道市役所
向島支所
御調支所
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
尾道市役所
向島支所

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。

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

9 月 5 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」

9 月11日㈮10：00〜16：00

北村洋品店
（三軒家町3 - 23）

（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）

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）

月〜金曜（祝日を除く）
広島県福山庁舎３階
9：15〜12：00、13：00〜16：00
9 月 9 日㈬13：00〜16：00

因島総合支所

9 月28日㈪13：00〜16：00

尾道市役所

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

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

青少年センター
（旧筒湯小学校内）
尾道市役所
因島総合福祉保健センター
向島支所

持参物
締切
電子メール
ホームページ
広報おのみち・令和 2 年 8月

広島県行政書士会尾道支部
☎0848 - 29 - 6514
NPO法人尾道空き家再生プロジェクト
☎080 - 5624 - 5067
東部地域県民相談室
☎084 - 931- 5522（※1）
広島法務局尾道支局
☎0848 - 23 - 2883（※2）
くらしサポートセンター尾道
☎0848 - 21- 0322
健康推進課
☎0848 - 36 - 5003
青少年センター
☎0848 - 37- 9459
三原年金事務所
☎0848 - 63 - 4111

尾道市役所

尾道市消費生活センター
☎0848 - 37- 4848

尾道市役所

商工課
☎0848 - 38 - 9183

因島総合支所

しまおこし課
☎0845 - 26 - 6212

因島総合支所
ハローワーク尾道
因島市民会館

※1 東部地域県民相談室については、広島県生活センター（☎082-223 - 8811）でも相談できます。
※2 人権相談については、広島法務局尾道支局（TEL0848-23-2883）でも相談できます。
社会福祉協議会（☎0848 -21- 0322）
◆総合福祉センターにおいても、各種相談を行っています。
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申込・問い合わせ先

9 月23日㈬10：00〜16：00

※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。

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

9
（法律相談全般）
弁護士相談［要予約］
9
※受付は8月17日㈪から。
9
※相談時間は20分。
9
9
司法書士相談
［要予約］
9
（土地・建物の登記ほか）
9
※相談時間は30分。
9
9
行政相談
（国等に対する意見ほか。行政相談委員 9
が対応）
9

ハローワーク尾道
☎0848 - 23 - 8609

消費生活

相談ファイル

?

通販サイトでの思いがけない定期購入トラブルに注意！

!

相談内容

16歳の息子がネット通販で
初回500円の除毛クリームを
購入したところ、１週 間 後に
４か月分の除毛クリームが届
き、40，000円の請求書が同
封されていた。業者に問い合
わせると、４か月間の定期コー
スの注文をしているので返品
できないと言われた。未成年
者契約の取り消しができない
だろうか。
（50歳代 男性）

アドバイス

注文サイト画面の記載事項を相談者と一緒に確認したところ、定期購入で４回の受け取りが条件となって
いて、年齢確認はシステム上不十分でした。また、親に承諾なく申し込んだことを確認しました。未成年者契
約の取り消しができる可能性があるため、相談者の依頼によりセンターから事業者に連絡しました。未成年
者契約取消の申し出をしたところ「取消に応じる。」との回答で、相談者にその旨を伝え終了としました。
◆ 無料や数百円をうたう商品は、定期購入の可能性が高いので気をつけましょう。「お試し」や「初回
限定」などと広告し、二回目以降の支払いは高額な料金を請求する定期購入に関するトラブルが増
加しています。商品を購入する前に、契約が定期購入になっていないか、解約・返品の条件をしっか
りと確認するようにしましょう。
◆ 未成年者が親権者等の同意を得ないで行った契約は、親権者等もしくは本人からの申し出により取り
消すことができます。
（未成年者契約の取消し）ただし、お小遣いの範囲で購入した場合や、未成年者
が成人であると偽って契約した場合等は取消しできなくなる場合もありますので、お困りの際は消費生
活センターまでご相談ください。

■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）

あなたの大切な遺言書を法務局（遺言書保管所）が保管します。
保管申請の手続等は事前予約制により行っていますので、詳しくは、
お問い合わせいただくか、広島法務局のホームページをご覧ください。
※公正証書遺言については、尾道公証役場にお尋ねください。
広島法務局尾道支局（ 0848 -23 -2883）
尾道公証役場（ 0848 -22 - 3712）

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

8月14日

16日
23日

9月 6日

科

月

日

8月14日
15日
16日
23日
30日
9月 6日
13日

歯

科

小 山 歯 科 医 院
古浜
☎ 2 2 -2 9 8 1
さ い だ 歯 科 医 院
美ノ郷 ☎ 4 8 -0 0 1 4
さくら歯 科クリニック
向島
☎ 4 5 -0 7 0 7
しまなみ 歯 科 医 院
新浜1
☎ 3 8 -1 1 1 8
砂 田 歯 科 医 院
山波
☎ 3 7 -8 8 8 0
そえ だ 歯 科 医 院
高須
☎ 4 6 -5 0 4 4
田 中 第 二 歯 科
栗原
☎ 2 4 -2 8 8 8

芸術・文化

13日

外

スポーツ

30日

小児科系

宇根クリニック（小・内） 尾 道 市 立 市 民 病 院
高須
☎ 4 7 -4 1 1 1 新高山3 ☎ 4 7 -1 1 5 5
こどもクリニックさとう（小） 上 野 整 形 外 科
久保1
☎ 2 0 -7 3 3 0 高須
☎ 4 6 -0 0 8 0
おぐら小児科（小・内）く さ か 整 形 外 科
高須
☎ 2 0 -2 3 7 0 美ノ郷 ☎ 4 8 -4 8 7 0
宮地クリニック（小・内） にしがき脳神経外科医院
栗原
☎ 2 2 -8 8 5 5 新浜1 ☎ 2 0 -0 8 0 2
西 医 院（ 内・ 小 ）三
宅
医
院
手崎
☎ 2 3 -2 4 3 7 向島
☎ 4 4 -1 0 4 8
田辺クリニック（内・小） 笠
井
病
院
古浜
☎ 2 4 -1 1 5 5 久保1 ☎ 3 7 -2 3 0 8
かなもと医院（小・内）正 岡 外 科胃腸 科 医 院
門田
☎ 2 3 -4 6 7 7 栗原西1 ☎ 2 3 -5 2 5 5

子育て

15日

内科系

村 上 記 念 病 院
新浜1
☎ 2 2 -3 1 3 1
高
亀
医
院
久保2
☎ 3 7 -3 1 0 2
藤
本
医
院
栗原
☎ 2 3 -2 4 2 4
砂
田
内
科
久保1
☎ 3 7 -5 8 8 8
お か はし 内 科 医 院
三軒家 ☎ 2 2 -2 2 6 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
山
本
病
院
高須
☎ 4 6 -0 6 3 4

診療時間： 9：00～13：00（時間厳守）

健康・福祉

尾道市医師会当番医

くらしの窓

遺言には、法律の専門家である公証人に依頼して作成してもらう公
正証書遺言と、遺言者が自書して作成した自筆証書遺言とがあります。
法務局では、７月10日から、本人が自書した自筆証書遺言書を保
管する制度を開始しました。皆様の大切な財産を確実に託す方法の
一つとして本制度をご活用ください。

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。
※因島地区については「因島医師会病院（因島中庄町☎0845 -24 -1210）
」がすべての休日に対応します。
※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

広報おのみち・令和 2 年 8月
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▲▼ 2019年11月に行われ
たキャンプの様子

メキシコと尾道を「絆」で結ぶ
ビデオメッセージ

6

オリンピックに向けて尾道での事前合宿を受けているメキ
シコ代表ソフトボールチームの選手からビデオ・メッセージが
届きました。新型コロナウイルスで苦しい状況が続いてるメキ
シコですが、選手たちは来年のオリンピックに向けて希望を
持ちトレーニングを重ねています。これを受け、尾道を代表し
てチームと交流してきた御調高校書道部の生徒もメッセージ
を返し、エールを送りました。
（両メッセージは、尾道市公式
YouTubeチャンネルで見ることができます）
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シ
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今年は雨は降りませんでしたが

久保八坂神社の例祭で尾道の三大夏祭りのひとつ、
『尾道 祇 園祭 』が行われました。例年は尾道渡船桟橋
前で総勢100人を超える担ぎ手による神輿が競い合う
「三体廻し」が見どころですが、今年は神事と神輿の車
載巡行のみが行われました。神事では、新型コロナウイ
ルス感染症鎮静・終息を祈念した悪疫退散臨時祈願も
執り行われました。

7

海に浮かぶ一等星登場

瀬 戸内海 の島々を結ぶ 観 光 型 高速クル ーザー「S E A
SPICA」の進水式が、向東町の瀬戸内クラフト㈱で行われ
ました。支 綱 切断と呼ばれる儀式によりロープが切断され
ると同時にくす玉が割れ、ゆっくりと船尾から尾道水道に
着水していきました。シースピカは全長約26m、総トン数
約80トンのアルミニウム製双胴船で、約90人の乗客を瀬
戸内の旅に誘います。10月から広島港と三原港を結ぶ定期
航路に就航し、途中瀬戸田港へも寄港します。
ス
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水に感謝を込めて

水が噴き出す人形細工で涼を呼ぶユニークな夏祭り、
水尾町の『水祭り』も今年は熊野神社で神事のみが行わ
れ、合わせて神社のすぐ下にある水 尾 井 の井戸替えが
行われました。
西日本豪雨の断水時に解放されるなど、地域の人々の
生活を支えている井戸に感謝の気持ちを込めながら、
壁面を掃除したり底にたまった砂を取り除きました。
みず

お ちょう

みず

お

い
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