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No.1068

応援商品券を持って
買い物に出かけよう！

特集

お口の健康で歯っぴーに

9月号

トピックス－Topics－
「心をひとつに つながろう尾道」

もくじ
特集
お口の健康で歯っぴーに

新型コロナウイルス感染 症のた
め、今年は学校行事やイベントなど
が中止となっています。中学校リー
ダー研修会では、このような状況下
だからこそ郷土尾道のためになるこ
とをしたいと、メッセージを込めた
懸垂幕を作成し、市内 6カ所に設置
しました。心をひとつにして、このコ
ロナ禍を乗り越えたいという思いが
込められています。
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「チーム尾道がんばろう応援商品券」
を
お届けします- ------------------------------------------------------ 6
くらしの窓------------------------------------------------------------- 7

令和2 年国勢調査実施／狂犬病予防注射 他

健康・福祉-------------------------------------------------------- 11
寝具乾燥消毒サービス利用料変更 他

子育て------------------------------------------------------------------ 15

学校選択制度実施／中学校教科用図書決定 他

スポーツ-------------------------------------------------------------- 18

市民ビーチボールバレー大会 他

芸術・文化-------------------------------------------------------- 19
尾道美術協会大作展／尾道市民囲碁大会 他

情報アラカルト----------------------------------------------- 21
コミュニティ活動に宝くじ助成を活用しませんか 他

相談----------------------------------------------------------------------- 26
人の動き［ 8 月31日現在］

※
（ ）
内は前月比。

世帯
64,788世帯 （－10）
人口 男性 65,407人 （－51）
女性 69,474人 （－27）
計

134,881人

市内の交通事故

件 数
負傷者
死 者

108件（－50）
131人（－59）
2人 （＋2）
※
（ ）
内は前年比。

代表電話
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生活協同組合ひろしまと尾道市
は、広範囲にわたる地域福祉を互い
に協力して進めていく協定を締結し
ました。
宅配時に直接顔を見合わせると
いう利点を活かして、高齢者の見守
りや子どもの虐待防止など、安心し
て暮らせる地域づくりを目指し連携
していきます。

9/30 ㈬

固定資産税・都市計画税③
国民健康保険料③
介護保険料③
後期高齢者医療保険料③

お詫びと訂正

力強く生命感にあ
ふれる画 風に、一目
見てピンときた人も多
いと思います。今月の
表 紙はあの「かわぐ
ちかいじ」さんの書き
下ろしイラストです。
かわぐちさんがどんな想いで故郷尾道を描い
たのか？詳しくは６ページで！
0848-38-9111
0845-22-1311
0848-76-2111
0848-44-0110
0845-27-2211

生活協同組合ひろしまと包括的連携協定を締結

（－78）

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

向島中学校南校舎で行われていた
耐震化に伴う改築工事が終了し、8月
9日㈰に施設見学会が行われました。
工事が完了した校舎には、車椅子でも
移動できるようにバリアフリー化やエレ
ベーターが設置されているほか、中庭
交流スペースも設けられています。改築
された校舎は2学期から使用されます。

今月の納期限

［ 8 月31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

２学期からは建て替え後の校舎で

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 9月

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

広報おのみち8月号に掲載していた内容に誤りがありました。お詫び
して訂正します。
■ 4頁「魚が買える直売所」 産直市ええじゃん尾道向島店の営業時間

【誤】9：00〜16：00

【正】9：00〜12：00

■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９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

お口の健康で
歯っぴーに
「お口」は元気の源

皆さんが毎日摂っている食事は、栄養摂取だけ
でなく、食べる喜びや楽しみなど、元気の源です。
食事が楽しくできるのは、
「お口」の健康があって
こそ。いくつになっても食べる喜びを感じられるた
めに、今月の特集では、
「歯」の健康について紹介
します。
健康推進課（☎0848 -24 -1962）

歯を失う原因の第１位は虫歯、ではなく…？

それは、歯周病です！

歯周病とは、歯肉や歯を支える骨の病気です。
最初は痛みなどの自覚症状がないまま、軽い歯ぐきの
腫れや出血といった症状が出ます。
放っておくと、歯がグラグラし始め、進行すると自然に
歯が抜けてしまう怖い病気です。

35歳以上の約８割以上が歯周病だと言われてい
ます。下のセルフチェックに１つでも該当すれば歯周
病の疑いがあります。

歯周病チェック
歯磨き時に出血する

歯周病の進行
仮性ポケット

気づいていないだけで、
自分も歯周病かもしれない！？

口臭が気になる
歯周ポケット
3〜5mm

歯周ポケット
4〜7mm

歯周ポケット
6mm以上

歯肉がムズムズする、痛い
歯肉が赤い、腫れぼったい
歯がグラグラする

歯槽骨

歯肉炎

軽度歯周炎

（歯槽骨は無事） （歯槽骨破壊が始まる）

中等度歯周炎
歯根の半分まで
歯槽骨が破壊

重度歯周炎

歯根の半分以上
歯槽骨が破壊

硬いものが噛みにくい
歯肉が下がってきて、歯が長くなった
歯と歯の間に食べ物がよく挟まる

広報おのみち・令和 2 年 9月
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歯周病の影響は全身にも
進行すると歯を失ってしまう恐ろしい歯周病です
が、口の中だけでなく、全身の様々な病気にも影響を
及ぼします。歯周病が全身に影響を及ぼす仕組みと、
予防方法について、大元歯科医院の大元一弘先生に
お話を伺いました。

歯周病菌が悪さをする
歯周病菌が原因となり、動脈硬化を促進させ血流を悪
くすることで、脳血管疾患や心疾患を引き起こしたり、イ
ンシュリンの働きを阻害して糖尿病を悪化させたりする
場合があります。また、唾液と一緒に細菌が肺へ流れ込
むと、誤嚥性肺炎を引き起こすこともあります。また、歯
周病は認知症や骨粗しょう症などの様々な病気にも関係
しています。

▲フェイスシールドの 着用な

（大元歯科医院）

お口のケアは、毎日自分が行う「セルフケア」が基本で
すが、歯科医院で受ける定期的な「プロのケア」も必要
です。

ど、診 療中の感 染 予防にも
配慮しています。

歯周病による全身への悪影響
脳梗塞・認知症
動脈硬化

が ん

予防は自分とプロの二人三脚で

心内膜炎
心筋梗塞

糖尿病
肺 炎

肥 満

骨粗鬆症

早産・低体重児

セルフケア

プロのケア

「何かを食べたら歯を磨く」という習慣と、
「自分のお口は自分が守る」という意識が大事
です。磨く部分ごとに道具を使い分けて、汚れを
しっかり取り、歯肉のマッサージもしましょう。

自分ではよく磨けているつもりでも、磨き残しが
あったり、歯磨きだけでは落ちなくなった汚れがあり
ます。落としきれない歯の表面に付着した汚れも、歯
科医院できれいにしてもらうことができます。

●基本は歯ブラシ

軽い力でみがく

口の状 態やブラッ
力が強いと
シングの方 法に合わ
真っ直ぐ
当たりません
せて最 適な歯ブラシ
を選びましょう。歯ブ
軽い力で
ラシのヘッドはお口の 小さく動かす
奥に届きやすいよう
小さめのものがおすすめです。軽い力で小さく動
かして、磨きましょう。

●磨きにくい場所は
道具を使って
歯ブラシだけで歯垢
を除去するには限界が
あります。前歯や奥歯、
それぞれに適した形の
デンタルフロスや歯間ブ
ラシを使いましょう。
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大元一弘 先生

広報おのみち・令和 2 年 9月

●トラブルのチェック
歯 科 で は 、歯 肉 の
状態を見て、色や固さ
など、歯周病の症状が
無いか、すみずみまで
チェックします。

●ブラッシング指導

健康な歯肉と歯周病の歯肉

健康な歯肉
■色：ピンク色
■固さ：固い
■出血：なし

歯周病の歯肉
■色：赤色
■固さ：ぶよぶよ
している
■出血：あり

ご自身のお口に適した歯磨き方法を教えてもらえます。

●歯ブラシでは取れない歯石や着色の除去
歯科医院での専門
着色除去
的な歯の清掃では、
セルフケアでは落と
しきれない歯石や着
色を除去することができます。そして、
汚れの付きにくい滑沢な歯面になるよう
磨いてくれます。

特集

お口の健康で歯っぴーに

要介護状態にならないためにも、お口の健康が大切
加齢などによる衰えをきっかけに口腔機能が低下
し、低栄養状態に陥り、食べる機能の障害へと進む
現象のことを「オーラルフレイル」といいます。滑舌の
低下、少しむせる、食べこぼす、噛めない食品が増え
る、お口が渇くなどの症状が現れます。
むせる・食べこぼす

食欲がない
少ししか食べられない

やわらかいもの
ばかり食べる

お口への
関心が低下

お口の
健康トラブル

活動量・
意欲の
低下

滑舌の低下

口腔の健康
への関心が
不十分

少し
むせる、
食べこぼす

歯周病・
虫歯

噛めない
食品の
増加

歯を失う

食品の
多様性が
減る
・

滑舌が悪い
舌が回らない

お口が乾く
ニオイが気になる

自分の歯が少ない
あごの力が弱い

オーラルフレイルが進むと、右の図の様な悪化の一
途をたどります。口腔機能の低下は、全身の機能低下
へと進み、要介護状態へと繋がる危険性が高まりま
す。

わたしも歯みがき
がんばっています！
現在も自分の歯が
27本もあります！

8020表彰受賞

岩城里美 さん（83歳）
毎日、朝と夜の歯磨きが習慣で、特に夜は歯間ブラシ
も使ってしっかり磨いています。歯医者さんへは３〜４カ
月に１回くらい、食べ物が歯に挟まるのが気になりだした
頃に行っています。
お出かけするのが大好きで、今は感染症が流行ってい
るのでマスクをしたり密にならないように気を付けつつ、
友達とグランドゴルフを楽しんだりしています。また、食べ
ることも大好きで、自分で色々料理をするのも楽しいで
すし、この間は孫と一緒に外食に出かけて「ばあちゃん、
よぉ食べるね！」とびっくりされました。
（笑）

食欲が低下

お口の
機能が低下
お口が
乾燥、不潔

食べる
機能の障害
そしゃく

咀嚼障害、
えんげ

摂食嚥下障害

唇・舌の
機能が低下

※噛む・飲み込む
など食事に必要
な機能

噛む・
飲み込む
機能が低下

低栄養

栄養・
運動障害

要介護
サルコペニア

※加齢による
筋肉量低下

オーラルフレイルを予防するためには、お口を清潔
に保つこと、加齢で衰える口腔機能の維持・改善に努
めることが重要になります。また、定期的な歯科検診
で自分のお口の状態を知ることも予防に繋がります。
【出典】公益社団法人日本歯科医師会
「通いの場で活かすオーラルフレイル対応マニュアル2020年版」

歯っぴー検診で
お口の健康チェック
対象者は 無料で歯科
検診を受けられる「歯っ
ぴー検診」が10月1日㈭
から始まります。
受診を希望する歯科医
院に電話予約し、自宅に
届く受診券を持参して、
検診を受けてください。
※治療が必要になった場
合の治療費は自己負担となります。
尾道市在住で今年度に35・40・45・50・
55・60・65・70歳になる人
※関連記事を13頁に掲載しています。

広報おのみち・令和 2 年 9月
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市内で使える
1人10,000円の商品券

「チーム尾道がんばろう応援商品券」を
市民の皆さんにお届けします

新型コロナウイルス感染症の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

及び地域経済の活性化促進に向けて、基準日時点で尾道市に住民票がある人に、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」を配布します。

【市民向け】専用ダイヤル（☎0120-056 -178）【使用店舗向け】専用ダイヤル（☎084 -926 -0149）
※受付時間10：00〜17：00（土日祝、12月28日〜１月５日を除く）

▲ 公式ホーム
ページ

商品券は１冊10,000円（１枚1,000円）で、
「地元応援券」７枚と「共通券」３枚がセットになっています。

▲ 地元応援券
対

象

尾道市内に本社を置く登録店舗でのみ利用できます。

▲ 共通券

全ての登録店舗で利用できます。

① 8月28日㈮ 時点で尾道市の住民基本台帳に記録されている人
② 令和２年8月29日〜12月31日までに生まれ新たに尾道市の
住民基本台帳に登録されるお子さん

配布方法 9月24日㈭から順次、世帯主あてに世帯人数分の商品券をゆうパックで配達
利用期間

（令和２年８月29日以降に出生届を出されたお子さん分の商品券は別途郵送）
商品券到着日（９月下旬予定）
〜令和３年１月31日㈰

使用店舗（８月18日までの登録店舗）
は、商品券と同封の
「ご利用のしおり」
をご覧ください。
※８月19日以降の登録店舗はホームページで確認できます。

▲ 使用店舗にはこのステッカーを
掲示しています。

イラストは尾道市出身の漫画家・かわぐちかいじさん

かわぐちかいじさんは、平成23年度尾道市立美術館特別展「かわぐちかいじ展−マンガ
表現とその現場−」開催に関連して始まった「尾道マンガ大賞展」の最終審査員を、毎年
務めています。その10回の節目を記念する今年度には、市内の児童生徒を対象にして、
マ
ンガ制作のワークショップを開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染の影響を受
けて、来年度に延期となりました。

かわぐちさんからのコメント

今年で10周年を迎えるはずだった尾道
マンガ大賞展の公募が世界的なコロナ禍の
中、残念ながら中止となりました。10周年を
記念して、夏休みを利用して、子ども達と漫
画を描いてみようというワークショップ的な
企画も進行していましたが、その企画も延期
となりました。
ですが、この災禍に負けてはいられない、
尾道を元気にと立ち上がった、地域振興商
品券制作の企画に、尾道マンガ大賞展の関
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わりから参加させてもらうことになりました。 かわぐちかいじ 略歴
昭和62年 第11回講談社漫画賞
自分の中の元気な尾道のイメージはこれ
「アクター」
だ、と思えるイラスト2点を描きましたが、い
平成 2 年 第14回講談社漫画賞
「沈黙の艦隊」
つもは審査する立場ですが、今回は審査さ
平成14年 第26回講談社漫画賞
「ジパング」
れる立場なので妙な気持で緊張します。
平成17年 第51回小学館漫画賞
この地域振興商品券「がんばろう尾道」
「太陽の黙示録」
平成18年 第10回文化庁メディア芸術
の制作に参加させていただき、チーム尾道
祭マンガ部門大賞
の一員になれたことを嬉しく思うと同時に、
「太陽の黙示録」
平成29年 第63回小学館漫画賞
微力ながら尾道が活気づく手助けになれば
「空母いぶき」
と願っています。
令和元年 小林和作賞

レンタdeおとくーぽんキャンペーン

指定のお店でレンタサイクルを利用すると、市内の飲食店
や土産店で使える1,000円分のクーポン券を発行します。
※レンタサイクル店、クーポン利用可能店については、市
ホームページをご覧ください。
発行 12月31日㈭まで
  ※クーポン券（14,000枚）が無くなり次第、終了。
レンタサイクル利用者
観光課（☎0848 -38 -9184）

くらしの窓

▲ 市ホームページ

市からのお知らせ

くらしの窓

#みんなの国勢調査

●10月１日現在、日本に住んでいるすべての人と世帯が対象です。

子育て

●9月中旬から調査員が各世帯を訪問しますので、ご協力をお願いします。

健康・福祉

令和2年国勢調査が実施されます
インターネット回答期間 9月14日㈪ 〜10月7日㈬
郵送での回答期間 10月1日㈭〜7日㈬
インターネット回答が
便利です

●今回の調査では、インターネット回答用のIDと、紙の調査票を同時に配布
スポーツ

します。
※インターネットで回答された世帯は、紙の調査票を記入する必要はありま
せん。
●感染予防のため、インターネットか郵送での回答をお願いします。

芸術・文化

●調査員による直接回収も可能です。
国勢調査員を装った不審な訪問者や、不審な電話・電子メールなどにご注意ください。国勢調査員は、
「国勢調査員証」と「腕章」を身につけています。不審に思われた場合には、回答しないで、市までお問い合

情報アラカルト

わせください。
■調査全般（調査の内容・方法、調査票の記入の仕方、個人情報保護など）
【国勢調査コールセンター】
設置期間

☎03 - 6636 - 9607

相

☎0570 - 07-2020（ナビダイヤル） IP電話・PHSの場合
10月31日㈯まで

■調査員への連絡が必要な場合（調査票を受け取っていない、調査票の追加など）
【政策企画課】☎0848 - 38 - 9194

▲ 国勢調査オンライン

談

受付時間 8：00〜21：00

QRコード

広報おのみち・令和 2 年 9月
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事前登録型本人通知制度を利用しませんか
住民票や戸籍の不正請求の抑止と個人の権利の侵害防止を目的に、
代理人や第三者に証明書を交付した場合、その事実を登録した本人へ
通知する制度です。

【通知の流れ】
市役所

登録者

代理人・第三者

■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


❶事前の登録

❷戸籍等を請求

❹交付したことを通知

❸戸籍等の交付

登録受付場所 市民課、各支所
尾道市の住民基本台帳に記録されている人、戸籍に記載されている人
（過去に記録・記載されていた人も含む）
通知する内容 交付年月日、交付した証明書の種別など
※交付請求者の住所、名前などは通知できません。
事前登録申請書、窓口に来る人の本人確認書類（代理人が手続きする
場合は委任状等が必要） ※詳しくは、お問い合わせください。
市民課（☎0848 -38 - 9104）

11月末まで

自動音声による
納付案内のお知らせ
4月から、市税等の未納がある人
へ自動音声による納付案内を開始
しています。
夜間や土・日・祝日に案内する場
合もあります。
なお、納付された日から市が確認で
きるまでに２週間程度かかるため、
すで
に納付された人にも行き違いで案内す
る場合がありますので、ご了承ください。
収納課からの発信専用番号
☎0848-38-2713（自動音声案内）
※発信専用のため、お問い合わせは下記
の番号までお願いします。

注意 自動音声による納付案内で、特定
の金融機関の口座を指定して振込を求め
たり、ATMの操作を求めたり、口座番号
や暗証番号の入力を求めたりすることは
一切ありません。不審な場合は電話を切
り、収納課へお問い合わせください。

収納課（☎0848 -38 -9411）
納税案内センター
（☎0848 -38 -9217）

無料で
マイナンバーカードの申請をお手伝いします

期間限定で、窓口で写真を撮影して、インターネットからの申請を代わりに行います。
場
日
対

所
時
象

本庁市民課、各支所（百島・浦崎を除く）
11月末までの平日9：00〜16：00
次のすべてに当てはまる人
・尾道市に住民票がある
・マイナンバーカードを持っていない
・申請時と受取時に本人が窓口に来ることができる
・申請後2カ月以内に転出する予定がない

持参物 本人確認書類（運転免許証・保険証など）
マイナンバーカード交付申請書（お持ちの人のみ）

持参物
締切
電子メール
ホームページ

※申請からマイナンバーカードの受取までは
1カ月以上かかります。
※撮影した写真の印刷やデータのお渡しは
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）
御調支所まちおこし課 （☎0848-76-2111）
向島支所しまおこし課 （☎0848-44-0110）
瀬戸田支所住民福祉課 （☎0845-27-2211）
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ここが
申請書
です

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

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
９月２7日㈰ 8：30〜12：00 ※次回は10月25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、9月23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

【尾 道・御 調・向 島 地 区】

〜「もったいないモラル」を 
【因島地区（原・洲江含む）】

考えてみませんか〜
【 瀬 戸 田 地 区】


26日㈯ 御調清掃センター

9月の祝日

8：30〜11：00

9月21日

尾道市クリーンセンター

（敬老の日）

9月22日

8：30〜12：00

瀬戸田名荷埋立処分地

（秋分の日）

収集する地域

もやせるごみ

全市のうち月・木曜が
「もやせるごみの収集地域」

もやせるごみ

全市のうち火・金曜が
「もやせるごみの収集地域」

子育て

27日㈰ 南部清掃事務所

収集するごみ

健康・福祉

9月のごみ持込受付（休日）※対象は家庭ごみ。 「祝日」のごみ収集

※上記の日は、ごみ・資源物・粗大ごみの持込受付はありません。
スポーツ

※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。

休日のごみ持込が大変混雑しています

芸術・文化

・大量に持ち込みされる場合は、平日にお願いし
ます。
・必ず分別をして、分別ごとに下ろしやすいように
して持ち込んでください。

自転車かんたん修理教室

10／1 ㈭
13：30〜

ダンボールコンポスト講習会

300円＋実費

600円

2人

1人

修理用自転車など

ダンボール2個

10 月の出張販売

10／3㈯ 10：00〜14：00市民センターむかいしま
談

９／20 ㈰
13：30〜

（☎0 848 - 48 - 2212）
10：00〜16：30／月・祝日休館

相

９／16 ㈬
EMぼかし・EM活性液講習会
13：30〜14：30
2人
米のとぎ汁（活性液）

情報アラカルト

環境資源リサイクルセンター

10／9㈮ 10：00〜14：00道の駅クロスロードみつぎ
10／14㈬ 10：30〜14：00瀬戸田市民会館前駐車場
https：//www.facebook.com/onomichi.recycle

広報おのみち・令和 2 年 9月
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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。

本年度の狂犬病予防集合注射を改めて実施します。
まだ済んでいない場合は、この機会にぜひ行ってください。
※新型コロナウイルス感染症の状況次第では中止の場合もあります。

既登録の犬：3,100円〜
（注射代2,550円〜＋注射済票交付550円）
未登録の犬：6,100円〜（注射代2,550円〜 ＋ 注射済票交付550円 ＋ 登録料3,000円）
※新規登録や注射済票交付のみの場合はできるだけ市役所か各支所で手続きをしてください。
環境政策課（☎0848-38-9434）
■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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日程

時

間

会

場

日程

時

間

会

場

日程

時

間

会

場

9：45〜9：50 今津野公民館

9：20〜9：30 浦崎支所

9：30〜9：45 旧JAせとだ南出張所

10：05〜10：15 河内公民館

9：45〜9：50 浦島漁協

10：00〜10：10 旧JA垂水支所

10：35〜10：55 ハローズ東尾道店北駐車場

10：25〜10：30 旧JA高根支所

10：35〜10：50 みつぎいこい会館

10／20
11：10〜11：20 綾目公民館
㈫

10／23
㈮

11：15〜11：25 東部公民館

10／29
㈭

10：40〜10：55 瀬戸田市民会館

11：40〜11：45 大和公民館

11：45〜11：55 大田ふれあい館

12：05〜12：10 上川辺公民館

12：15〜12：20 山波公民館

12：25〜12：35 旧JA名荷支所

12：25〜12：30 菅野公民館

9：15〜9：20 公民館久山田分館

12：55〜13：10 東生口公民館

9：10〜9：40 向島支所

9：40〜9：50 平原台コミュニティーセンター

13：35〜13：50 中庄公民館

9：55〜10：05 宇立公民館

10：10〜10：25 吉和公民館
10／27
㈫ 10：45〜10：55 日比崎公民館
10：20〜10：30 有道ふれあいセンター

10／21
10：50〜10：55 岩子島農業構造改善センター
㈬

11：05〜11：15 旧JA林支所

9：20〜9：30 三庄九区会館
9：45〜10：00 三庄公民館

11：20〜11：25 長江公民館

10：20〜10：40 因島市民会館下駐車場

11：10〜11：20 津部田コミュニティセンター

11：50〜11：55 いきいきサロン新高山

11：35〜11：45 いきいきサロン立花

9：10〜9：20 福田ふれあい館

12：00〜12：10 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

13：05〜13：10 外浦町集会所

9：10〜9：25 旧彦ノ上保育所

10：15〜10：20 公民館原田分館

13：30〜13：35 鏡浦町民会館

9：50〜10：00 大町公民館
10：15〜10：25 古江浜公民館

10／22
10：50〜11：05 新開公民館（向東町）
㈭

10：55〜11：05 竹長区民会館
10／30
㈮ 11：35〜11：45 重井公民館

10：40〜10：45 公民館木ノ庄東分館
10／28
㈬ 11：05〜11：10 旧JA木ノ庄西出張所

13：50〜13：55 いきいきサロン椋浦

11：25〜11：30 いきいきサロン木頃

12：30〜12：35 百島泊消防とん所

11：40〜11：55 藤井川公民館

12：50〜13：00 百島支所

12：10〜12：20 いきいきサロン三美園

14：20〜14：40 旧向東支所

■注意事項
●ご来場の際にはマスクの着用をお願いします。

※療養中、アレルギー、体調不良の犬は別途獣医師の診察を受け指示に従いましょう。
※制御できる人が連れて来てください。咬む犬は口輪等を装着してください。
※集合注射に不慣れな犬は、動物病院で受けるようにしましょう。

広報おのみち・令和 2 年 9月

健康・福祉
健康福祉イベントの中止と
健康づくり活動パネル展のお知らせ
毎年秋に開催していた次の健康福祉イベントは、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため中止します。

【中止する催し】
・第36回尾道市御調地区健康福祉展（10月24日㈯ 開催予定を中止）
・令和２年度むかいしま健康福祉まつり（10月17日㈯ 開催予定を中止）
・第38回おのみち市民健康まつり（11月８日㈰ 開催予定を中止）

【健康づくり活動パネル展を開催します】

献血
日

時

尾道市献血推進協議会

（☎ 0848-24-1177）
場

所

9 ／ 15 ㈫ 9：00〜11：00
ベイタウン尾道
12：15〜15：30
10／ 3 ㈯ 10：00〜12：30
エディオン尾道店
13：30〜16：00
6 ㈫ 9：30〜10：45 道の駅クロスロードみつぎ
※骨髄バンクドナー登録会も開催。
複数回献血クラブ「ラブラッド」会員に限り、
予約受付します。
（道の駅クロスロードみつぎを除く）
https：//www.kenketsu.jp/Login

子育て

健康相談など
成人健康相談

東部保健所での相談（要申込）

●アレルギー疾患相談
９月15日㈫・10月20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）
●B型・C型肝炎ウイルス検査
※要予約。
10月15日㈭
10月９日㈮
●HIV抗原抗体検査・梅毒検査
10月15日㈭ ※匿名予約可。
広島県東部保健所保健課
（☎0848 -25 -2011）

談

広報おのみち・令和 2 年 9月

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。
９月17日㈭ 13：30〜15：00
北部地域包括支援センター
（☎0848 -76 -2495）

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。
受付時間 平日14：00〜16：00
健康推進課（☎0848-24-1962）
御調保健福祉センター
（☎0848-76-2235）

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
９月17日㈭ 13：30〜16：30
10月 ６日㈫ 13：00〜16：00
担当 臨床心理士・心理士
健康推進課（☎0848-24-1962）

もの忘れ何でも相談

こころの電話相談

芸術・文化

こころの相談

■因島総合支所
10月８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）
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
９月23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

健診結果説明、健康相談
（保健師）
、
栄養相談（栄養士）など
■市民センターむかいしま
10月９日㈮ ※要予約
９：30〜10：30、13：30〜14：30
※骨密度測定、体組成測定はなし。
健康推進課（☎0848-24-1962）
■因島総合福祉保健センター
９月 25日㈮ 13：30〜14：30
※骨密度測定、物忘れチェックはなし。
因島総合支所健康推進課
（☎0845-22-0123）

健康・福祉

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

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。
９月26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）

くらしの窓

■御調保健福祉センター
10月26日㈪〜30日㈮ 9：00〜16：00
■総合福祉センター
11月６日㈮〜８日㈰
※来場の際はマスクを着用し、密にならないようご配慮ください。
※新型コロナウイルスの感染拡大状況により延期・中止することがあります。

よつば会家族教室
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看護の資格をお持ちの人へ
広島県ナースセンター出張相談

寝具乾燥消毒サービス利用料が変わります

■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

10月１日から、利用料が次のとおり変更になります。
就職や最近の医療・看護の情報等、
広島県ナースセンターの看護職員が相 （いずれも１回当たり）
談に応じます。
①市内在住で在宅の単身世帯か、これに準ずる世帯の高齢者・障害
10月１日㈭ 13：30〜15：30
のある人
総合福祉センター
400円 → 450円
現場を離れている看護職の人
②市内で家族と同居している高齢者・障害のある人
健康推進課
1,100円 → 1,250円
（☎0848 -24 -1961）
※高齢者 … 65歳以上で心身の傷病等により寝具の衛生管理が困難な人
※障害のある人 … 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
シルバーリハビリ体操2級指導士
を所持する65歳未満の人
養成講習会受講者募集（20期生）
寝具乾燥消毒の装置を積載した専用車両で居宅を訪問
１人当たり寝具（掛布団・敷布団・毛布等）４枚までの消毒、消臭と乾燥
６月に実施予定だった20期生養成
を月１回利用可
講習会を開催します。仲間と一緒に、
【高齢者】ケアマネジャーか各地域包括支援センターへ申し出
自分も地域も元気になる活動に参加
【障害のある人】印鑑・各種手帳を持参し、社会福祉課・各支所窓口へ
しませんか？
高齢者福祉課（☎0848 -38 -9137）
10月27日㈫ 、3 0日㈮ 、11月2日
社会福祉課 （☎0848 -38 -9124）
㈪、6日㈮、10日㈫、13日㈮
10：00〜16：00（６日間）
浦崎公民館
次のすべての項目に該当する人
①市内在住で概ね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
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
10月９日㈮
高齢者福祉課
（☎0848-38-9137・
0848-37-7260）

自殺の問題は一部の人や地域だ
けの問題ではなく、誰もが当事者と
なり得る重大な問題です。命や暮ら
しの危機に陥った場合には、誰か
に助けを求めることがとても大切
です。
自殺対策基本法では、9月10〜
16日を自殺予防週間とし、
「誰も自
殺に追い込まれることのない社会」
の実現を目指しています。

※ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気
づき、声をかけて、話を聞いて、必要な支
援に繋げ、見守る人のこと。

悩む人は「弱い人」ではありません。
深刻なケースでは個人の力で解決することが難しく、適切なサポート
で解決につながることがあります。悩みを抱えきれなくなる前に相談
しましょう。
相談先
● 広島県こころの健康相談ダイヤル

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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9月10〜16日は自殺予防週間です

☎082-892-9090（月・水・金曜）

● よりそいホットライン

☎0120-279-338
● 尾道市健康推進課
☎0848-24-1962
（平日8：30〜17：15）

広報おのみち・令和 2 年 9月

▲ LINEやチャットでも相談ができます。
（厚生労働省HP、SNS相談）

80歳以上で
20本以上歯のある人を表彰します
80歳になっても20本以上自分の歯を保っている人を、尾道市歯科衛生連絡協議会
が表彰します。直接、地域の歯科医院へお申し込みください。
※健診料は無料です。
健康推進課（☎0848-24-1960）
尾道地区、向島地区、瀬戸田地区

御調地区

因島地区

次のすべての条件に該当する人

審査方法

次のすべての条件に該当する人

・昭和15年12月31日以前に生まれた人
・今までに表彰されたことがない人
・20本以上自分の歯がある人

対 象 者

対象者は、尾道地区、向島地区、瀬
戸田地区にある歯科医院で健診を
受けてください。
※一部該当しない歯科医院がありま
すので、受診前に必ず歯科医院に
電話でご確認ください。

・昭和15年に生まれた人
・20本以上自分の歯がある人

対象者は、御調地区にある歯科医院
（日野歯科医院、村上歯科医院、よ
こた歯 科医院、公立みつぎ総合病
院歯科外来）で健診を受けてくださ
い。
※健診は要予約。

該当する人は、因島地区の歯科医院
（因島総合病院含む）で健診を受けて
ください。

9月26日㈯

申込期限

10月23日㈮
対象者には、健診を受けられた歯科
医院で表彰状をお渡しします。

申込・問い
合わせ先

尾道地区、向島地区、瀬戸田地区の
各歯科医院

御調地区の各歯科医院

因島地区にある各歯科医院

町名

砂田歯科医院

尾崎本町

大元歯科医院

久保一丁目

黒瀬歯科医院
長岡歯科医院

久保三丁目 宮野歯科医院
東久保町

吉田歯科医院

長江一丁目

三谷歯科医院

土堂一丁目

鍋島歯科医院

小川歯科診療所
新浜一丁目

福岡歯科医院
しまなみ歯科医院

新浜二丁目 はしづか歯科医院
古浜町

小山歯科医院

沖側町

岡田歯科医院

神田町

丸山歯科医院

三軒家町

みやもと歯科医院

十四日元町

中尾歯科医院

天満町

苅田歯科医院

栗原西二丁目

篠原歯科医院

河上歯科医院

門田町

三藤歯科医院
オカノ歯科医院

栗原町

カメイ歯科
田中第二歯科

美ノ郷町三成

さいだ歯科医院
古川歯科医院

浦崎町

檀上歯科医院

新高山二丁目

ほていや歯科

新高山三丁目

尾道市立市民病院
板阪歯科医院
勝島歯科医院
そえだ歯科医院

高須町

第二小川歯科医院
はしもと歯科
ふみのデンタルクリニック
えみこども歯科クリニック

向東町

中司歯科医院
宗永歯科医院
柏原ファミリー歯科

向島町

カツシマ歯科
くろせ歯科クリニック
さくら歯科クリニック

町名

医療機関名

向島町

桑原歯科医院
公立みつぎ総合病院
日野歯科医院

御調町

村上歯科医院
よこた歯科医院
因島総合病院
因島村上歯科医院
岡野歯科クリニック

因島土生町 歯科・斎藤クリニック
斎藤歯科医院
田川歯科医院
林歯科医院
岡田歯科医院
因島田熊町

宗金歯科医院
たくま歯科クリニック
マリン歯科クリニック

因島中庄町

酒井歯科医院
ファミリー歯科宮地

因島重井町 瀬戸内歯科医院
瀬戸田村上歯科医院
瀬戸田町

かわばた歯科
冨士田歯科医院
市外局番

電話番号

44-2220
76-1111
76-0153
76-2511
76-3320
22-2552
22-8388
22-7100
22-8844
22-0283
22-0968
22-0106
22-0877
22-7216
25-6908
25-6480
24-3648
24-2555
25-0663
27-4195
27-0029
27-0178

談

JA尾道総合病院

22-5566
22-2001
38-1118
24-3355
22-8111
22-2981
23-8188
25-3775
22-8211
37-2067
22-5650
25-4522

西則末町

電話番号

21-1015
22-2882
23-5533
24-0240
25-2557
24-2888
48-0014
48-2666
73-3025
56-0821
47-1155
55-0007
46-3610
46-5044
46-4568
47-0848
36-6165
31-2418
44-7078
44-6470
45-4618
44-2666
20-6480
45-0707

相

平原一丁目

24-7088

医療機関名
やまもと歯科

情報アラカルト

おおもとクローバー
土堂二丁目 歯科クリニック

町名
栗原西二丁目

芸術・文化

久保二丁目

井上歯科クリニック

電話番号

46-4478
37-8880
37-3332
37-4184
38-2080
37-7314
37-3530
37-1892
37-3370
22-2878

スポーツ

山波町

医療機関名
石井歯科医院

子育て

受診期間 10月１日㈭〜11月30日㈪
※受診を希望される歯科医院に直接電話でご予約ください。
健康推進課（☎0848 -24 -1962）

ハガキで

歯っぴー検診（歯周疾患検診）が始まります

対象者には ９月中旬ごろ、

お知らせします。

今年度35・40・45・50・55・60・65・70歳になる皆さん

健康・福祉

対象者には、健診を受けられた歯科
医院で表彰状をお渡しします。

表

くらしの窓

彰

対象者には、健診を受けられた歯科
医院で表彰状をお渡しします。
11月8日㈰ の「公衆衛生活動功労者
表彰式」で優秀者代表を表彰（該当
者には、
後日通知）
。

尾道・向島・御調（0848）
（0845）
因島・瀬戸田
広報おのみち・令和 2 年 9月
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救急車を必要な人が利用できるよう

86 ご協力ください
■夜間・休日に、急病やけがのとき

■生後1カ月～6歳までの子どもの場合

● 軽症の場合（自分で行くことができる）

● 日曜・祝日の昼間

かかりつけ医に相談するか、次の医療機関を受診
・夜間救急診療所（内科・外科）20：00〜23：00
☎0848 -38 - 9099
・休日当番医 日・祝日
・歯科休日当番医 日・祝日
※休日当番医・歯科休日当番医は広報おのみち・
お知らせカレンダー・市ホームページに掲載。
■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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● 重症の場合（自分で行くことが難しい）

このような状況は救急車を！
・突然うまく話せなくなる
・胸が圧迫されるように痛む
・突然の激しい頭痛
・意識がない
・呼吸がない など

市民の
皆さんへ
お願い

休日当番医をご利用ください。

● 夜間

JA尾道総合病院で行っている「小児夜間・休日
診療」をご利用ください。
※要問合せ。
JA尾道総合病院夜間休日救急
（☎0848 -22 - 8111）

受診するかどうか迷ったら
子どもの救急電話相談
＃8000（19：00〜翌朝8：00まで）
ダイヤル回線、IP電話、公衆電話からは
☎082 - 505 -1399

◎医療機関における新型コロナ
ウイルス 感 染 予 防にご 協 力
ください。

・医療機関を受診する前には必ず
問い合わせのうえ、マスクを着用
して受診しましょう。
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◀ 救急医療NetHiroshima

http://www.qq.pref.hiroshima.jp
健康推進課（☎0848 -24 -1961）

廣岡副院長が
「 Best Doctors
に選出されました

尾道市立市民病院副院長の廣岡孝彦医師（整

形外科）が「Best Doctors in Japan 2020-

2021」に選ばれました。

ベストドクターズとは、世界各国で適切な治療や

名医紹介などを行うアメリカのベストドクターズ社

によって毎年企画されており、
それぞれの専門分野

における医師同士の相互評価によって「信頼され
る医師」のデータベース構築に取り組んでいます。

in Japan 2020-2021」

2002年10月に尾道
市立市民病院へ赴任し
て17年経ちました。
これからも備後、尾道
の医療に貢献できます
よう努力していきます
ので、よろしくお願い
いたします。

同じ専門分野の医師に「もし、自分や家族などの

大切な人が治療を必要とする際、自分以外のどの

医師に治療をお願いしますか？」という質問をし、
評価を得た医師が選出されるものです。つまり、

「医師に信頼されている医師」ということです。
廣岡副院長は、2018年に続いて二度目の選出と
なりました。

広報おのみち・令和 2 年 9月

廣岡孝彦医師

【資格】
日本整形外科学会 専門医
脊椎脊髄外科専門医
日本脊椎脊髄病学会認定 脊椎脊髄外科指導医
日本手外科学会認定 手外科専門医

尾道市立市民病院（☎0848- 47-1155㈹）

子育て
ロタウイルスワクチンが
定期予防接種になります

家庭教育支援講座
「防災について知りたい！」
防災について知りたい、子どもがいるけど避難って
どうするの？そんな子育て世代の疑問を解決します。

10月から、ロタウイルスワクチン予防接種は、任意
から定期予防接種になります。
令和２年８月１日以降に生まれた人 ※対象者へは
個別通知します。
接種回数 ワクチンにより接種回数が異なるため、
どちらか一方を接種してください。
接種回数

ロタリックス

ロタテック

2回接種（27日以 上の
間隔をあける）

3回接種（27日以上の
間隔をあける）

生後2カ月〜24週0日

生後2カ月〜32週0日

①10月 9 日㈮ 10：30〜11：30
みつぎいこい会館
②10月16日㈮ 10：30〜11：30
中庄公民館
③10月23日㈮ 10：30〜11：30
人権文化センター

までにします。

母子健康手帳・予防接種ID番号
健康推進課（☎0848 -24 -1960）

乳幼児健診
健診名

所

総合福祉センター

日

9月23日㈬・24日㈭

所

日

程

総合福祉センター

程

9 月16日㈬・17日㈭
10月14日㈬・15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。

受付時間

対

象

備

考

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

9：50 〜10：00
（10：50まで）

総合福祉センター

9月29日㈫
10月 6 日㈫
13日㈫

13：30〜
14：30〜
15：30〜

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。

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

13：00〜

①平成28年1月生まれで発
達など気になることがある
児
9／25㈮
②平成28年2月生まれで発
達など気になることがある
児
10／2㈮

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）

出産の経過、呼吸法、沐浴
実習、妊婦体験等
母子健康手帳、筆記用具
健康推進課
（☎0848- 48-2012）

※電話相談へ変更の
可能性あり

総合福祉センター

①10月27日㈫
②11月 5 日㈭

乳児の家族

８人程度

10月 4 日㈰

9：45 〜10：00

母子健康手帳
総合福祉センター
の交付（要予約）

9月27日㈰

9：00 〜12：00

母子健康手帳交付対象者

談

総合福祉センター

相

10月12日㈪

情報アラカルト

総合福祉センター

１人目妊娠中で妊娠６ヵ月以
降の妊婦・夫（市内在住）
6人
9／18㈮〜10／2㈮
※規模を縮小して行う予定。

パパ☆ママ
準備スクール
（要予約）

日

芸術・文化

5歳児相談
（要予約）

場

所

スポーツ

母乳相談
（要予約）

3歳児健診

場

因島総合福祉保健センター 9 月24日㈭

10月 7 日㈬・ 8日㈭

相談・講習会
離乳食講習会
（要予約）

健診名

御調保健福祉センター 10月 8 日㈭

1歳6カ月児健診 総合福祉センター

行事名

程

子育て

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）

健康・福祉

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

くらしの窓

子育て中の人、防災に関心のある人
各30人 ※要申込。
講師 尾道市消防局職員（消防士・防災士）
10月5日㈪
生涯学習課（☎0848 -20 -7444）

接種期間 ※どちらのワクチンも、初回接種を生後14週6日

妊娠届出書、本人確認でき
るもの

広報おのみち・令和 2 年 9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
10月6日（火）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
10月16日（金）
10：00〜11：30
概ね１歳半〜3歳の子と保護者
7組
10／9（金）
13：30〜

生口島

■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

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

子育て防災教室
いざという時のために
10月13日（火）
10：00〜11：00
未就学児の保護者
6組程度
講師 防災プログラムトレーナー
9／19（土）〜

向島

子育て支援センター
「はぐ」

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）

☎0848-45-1305

保育所入所
どうすればいい？
10月2日（金）
10：30〜11：45
未就学児の保護者、妊婦
10人（うちオンライン5人）
講師 利用者支援専門員
9／18（金）〜

ベビーヨガで
赤ちゃんの体の事を知ろう
10月5日（月）10：30〜11：30

東尾道

子育て支援センター

概ね2〜6カ月の子と保護者
10組
講師 沖村暁美さん
9／29（火）
13：30〜

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）

親子であそぼう
はいはいクラブ
10月22日（木）
10：00〜11：30

育児相談
10月13日（火）
10：30〜11：30

概ね7カ月〜1歳半の子と
保護者
7組
10／15（木）
13：30〜

リフレッシュ体操
親子で楽しくわっはっは
10月5日（月）10：00〜11：00
未就学児と保護者
5組程度
講師 上田里恵さん
9／19（土）〜

心理士さんの子育て相談
10月21日（水）
10：00〜11：30
未就学児の保護者
2人程度
講師 韓 彩路さん
（臨床心理士）
9／19（土）〜

ママのためのYOGA
10月9日（金）①9：30〜10：10
②10：30〜11：10

2カ月〜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、飲み物
5組
9／28（月）13：30〜

☎0848-47-5585

育児相談、体重・身長計測など
相談員 健康推進課保健師、
ぽかぽかコーディネーター
バスタオル・母子健康手帳
5組
10／6（火）13：30〜

みつぎ

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

お母さんのヨーガなひととき
10月13日（火）
10：30〜11：45
未就学児の保護者、妊婦
講師 上田睦実さん（ヨーガイ
ンストラクター）
5人
9／23（水）〜

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
10月29日（木）
10：30〜11：15

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
5組
10／22（木）
13：30〜

赤ちゃんと
絵本を楽しもう！
10月9日（金）
10：30 〜11：45
未就園児と保護者、妊婦
みっけおすすめ絵本の紹介など
5組
9／14（月）〜

ベビーヨーガ
10月23日（金）①9：00〜10：15
②10:30〜11:45
首が座ってから歩くまでの子
と保護者
講師 吉葊朱美さん（助産師）
各5組
10／2（金）〜

こども園・保育所の
入所についてのQ＆A
9月24日（木）
10：00〜11：30

いんのしま

子育て支援センター

未就学児の保護者
各5人
講師 高原香枝子さん
9／25（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）

秋の読書週間

ベビーヨーガと子育て相談
10月2日（金）10：00〜11：30

キラキラ親子体操
10月13日（火）
10：00〜11：00

みかんちゃんとリトミック
10月21日（水）
①10：00〜 ②10：45〜

産後ママのヨガストレッチ
10月27日（火）
10：00〜11：00

司書さんの絵本講座

10月27日（火）
10：30〜11：30
未就学児と保護者、妊婦
5組
講師 向島こども図書館司書
10／13（火）〜

お う ち に い て も つ な が ろ う！
ビデオ通 話アプリを使った
オンラインでの子育て相 談

未就園児の保護者
8組程度
講師 利用者支援専門員
9／10（木）〜

☎0845-22-1545

ハイハイ期までの子と保護者、
妊婦
講師 吉葊朱美さん（助産師）
10組
9／18（金）〜

未就園児と保護者
講師 村上清美さん
各5組
10／7（水）〜

１歳半以上の子と保護者
講師 田中悦子さん
10組
9／29（火）〜

ハイハイ期までの子と保護者
講師 嶋田萌菜さん
10組
10／13（火）〜

は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。
『キッズＷeb☆尾道』

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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■どんなことをしているの？
オンラインによる子育て相談・
読み聞かせや親子あそびなどの
イベントを開催しています。

■利用方法は？
❶ LINE公式アカウント「キッズWeb
☆尾道」を登録
❷アプリ内の各施設「イベントをみる」
をタップし、スケジュールを確認。
❸ 希望する施設に電話して予約
（アプリ内の
【使い方】
を
タップしても確認でき
ます。）

▲ キッズWeb☆尾道

広報おのみち・令和 2 年 9月

※無料の電話通信アプリ「Cisco
Webex Meetings」
を利用し
ますので、事前にインストール
をお願いします。

▲ Cisco Webex Meetings
子育て支援課
（☎0848 -38 -9219）

ひとり親家庭の親子交流会
バーベキュー・in・むかいしま

医療事務講座

10月23日〜令和３年２月19日の金曜
9：30〜12：40（全17回）
【事前説明会 10月2日㈮ 10：00〜11：00（申込不要）】
総合福祉センター
ひとり親家庭・尾道市民優先
医療機関で働くための専門知識を身につけ、メディ
カルクラーク（医療事務技能審査試験）の資格取
得を目指します。
15人（最少遂行人数10人、達しない場合は中止）
講師 ㈱ニチイ学館
受講料 50,000円（テキスト代込み）
※ひとり親家庭には助成あり。
10月13日㈫
母子・父子福祉センター（☎0848 -22- 8385）

10月18日㈰ 10：30〜13：30
マリン・ユース・センター
（現地集合）
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入浴剤作り）
10組
1人 500円
タオル、軍手、帽子、敷物、おやつ、飲み物、
マスク、汚れてもいい服装・運動靴
10月13日㈫
母子・父子福祉センター（☎0848 -22- 8385）

くらしの窓

学校選択制度を実施します
新１年生へ募集要項を送付
11月９日㈪〜19日㈭

【通常学級】希望申請書の提出
11月25日㈬〜12月１日㈫

【特別支援学級】希望申請書の提出

教育指導課か因島瀬戸田地域教育課へ持参

抽選の有無の公表

抽選日

スポーツ

12月14日㈪

子育て

12月３日㈭

健康・福祉

学校選択制度は保護者や子どもが各学
校の特色を理解したうえで、校区外の学校
を選択できる制度です。
尾道市に住所があり、令和３年4月に尾
道市立小・中学校に入学する新１年生
※校区内の学校へ入学する人は選択不要。
※入学後は校区外の学校は選択できません。
※この制度により入学した場合、スクールバス
は利用できません。
※久保・長江・土堂小学校は、校区外から
の新規受入を中止します（ただし、在学中
の兄姉と同じ学校を希望する場 合は申
請可）
。

10月６日㈫〜

教育指導課（☎0848-20-7474）

令和 3 年度、中学校で使用する教科用図書について採択しました。
採択理由は、市のホームページにて公開しています。
書籍名

発行者

種目

書写

中学書写

光村図書出版株式会社

地理

社会科 中学生の地理
世界の姿と日本の国土

株式会社帝国書院

美術

歴史

新しい社会

東京書籍株式会社

保健体育

公民

新しい社会  公民

地図

中学校社会科地図

数学

新しい数学 1・2・3

理科

未来へひろがるサイエンス
1・2・3

音楽（器楽） 中学生の器楽

技術

株式会社教育芸術社

美術  1  2・3

光村図書出版株式会社

新しい保健体育

東京書籍株式会社

新しい技術・家庭 技術分野
未来を創るTechnology
新しい技術・家庭 家庭分野
家庭
株式会社帝国書院
自立と共生を目指して
NEW HORIZON
英語
東京書籍株式会社
English Course 1 2  3
中学道徳
株式会社新興出版社啓林館 特別の教科道徳
あすを生きる1・2・3
東京書籍株式会社

株式会社教育芸術社

東京書籍株式会社
談

光村図書出版株式会社

相

国語 1・2・3

発行者

情報アラカルト

書籍名
中学生の音楽
音楽（一般）
1  2・3上  2・3下

国語

歴史

教育指導課（☎ 0848-20-7454）

芸術・文化

中学校教科用図書が決まりました

令和3年度使用

種目

受講生募集

東京書籍株式会社
東京書籍株式会社
日本文教出版株式会社

広報おのみち・令和 2 年 9月
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スポーツ

■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

令和2年度尾道市スポーツフェスティバル
第16回市民ビーチボールバレー大会

びんご運動公園
フィットネス教室のご案内

10月4日㈰
向島運動公園
市内在住・在勤、ビーチボールバレー協会尾道支部登録者
女子の部、男女混合の部、親睦の部
9月18日㈮
1チーム  2,000円
所定の申込用紙に記入（HPからのダウンロード可）
※参加資格等について、詳しくは（一社）尾道市体育協会ホー
ムページをご覧ください。
（一社）尾道市体育協会
0848 - 44 - 6010）
（ 0848 - 44 - 6700
http://www.onomichishitaikyo.org/

10月初旬〜12月下旬（全8〜10回）
びんご運動公園
ヨガ、サーキット系、コンディショニング系、
キッズ系などのフィットネス教室
各教室20〜30人
講師 専任インストラクターほか
幼児〜大人（教室により異なります）
教室により異なるため、お問い合わせください
9月13日㈰から健康スポーツセンター受付
で（継続申込の人優先）
各教室定員になり次第終了
県立びんご運動公園
（ 0848 - 48 - 5446）

行事案内

※行事案内は予定のため、変更・中止されることがあります。

9月16日㈬ 尾道市老人連合会グラウンド・ゴルフ大会

向

19日㈯ 秋季広島県高等学校野球大会（3回戦・準々決勝）び
（〜9／20）
（準決勝9／26）
（決勝9／27）
ISOTOPE 卓球大会 L.24
20日㈰ 第37回広島県ビーチボールバレー大会

び
び

2020年度第2回尾三地区陸上競技記録会兼 び
第37回全国小学生陸上競技交流大会尾道市・
三原市選考参考記録会
ヨネックス杯中四国中学ソフトテニス研修大会（〜9／22）び
スポーツ少年団広島県大会

御ソ

尾道ライオンズクラブ旗争奪少年野球大会（9／21） 向
21日㈷ 中国フットサルリーグ大会（〜9／22）

び

尾三地区フェニックスSANBA FC交流大会（〜9／22）び
22日㈷ 2021年度日本リトルシニア関西連盟中国支部秋季大会 び
会長旗県東部少年野球選手権大会（9／26）向
23日㈬ 尾道グラウンドゴルフコスモス大会

び

び

2日㈮ R2年度プラス10分てくてく運動ウォーキング び
講習会（〜10／3）
3日㈯ 令和2年度尾道市中学校秋季総合体育大会 び
三原市中学校秋季総合体育大会陸上競技の部
広島オープンジュニア中国ジュニアポイント び
対象大会（〜10／4）
尾道市中学校秋季総合体育大会（バスケットボール）御体
（〜10／4）
尾道市中学校秋季総合体育大会（ソフトテニス）因
（〜10／4）
尾道市中学校秋季総合体育大会（軟式野球）
（〜10／4）因
尾道市中学校秋季総合体育大会（サッカー）
（〜10／4）向
南部地区ホールインワン基金大会（グラウンド・ 因
ゴルフ）
4日㈰ 令和2年度第1回広島県中学生長距離記録会 び

25日㈮ 2020年度尾道市グラウンド・ゴルフ協会会長杯 向

尾道市スポーツフェスティバル第16回市民 向
ビーチボールバレー大会

26日㈯ 第73回広島県高等学校テニス新人大会個人戦 び
（〜9／27）

8日㈭ 広島県年金受給者協会第6回尾道大会（グラ び
ウンドゴルフ）

27日㈰ ISOTOPE 卓球おたのしみ大会

び

トレセンマッチデーU-16〜U-12（サッカー）び

持参物
締切
電子メール
ホームページ

28日㈪ 第86回尾道グラウンドゴルフ交歓大会

び

（☎ 0848 - 48 - 5446）
http://bingo-sportspark.com/
長；長者原スポーツセンター 	（☎ 0848 -48 -5677）
向；向島運動公園 	
（☎ 0848 -44 -6700）
因；因島運動公園 	
（☎ 0845 -24 -3216）
御体；御調体育センター 	
（☎ 0848 -76 -2111）
御ソ；御調ソフトボール球場 	（☎ 0848 -76 -2111）
び；県立びんご運動公園 	
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10月  1日㈭ 尾道グラウンドゴルフ神無月大会

広報おのみち・令和 2 年 9月

10日㈯ スタジオプティエール交流イベント（バレエ） び
県職員地区対抗テニス大会

び

第10回尾道ジュニアバレーボール交歓会

向

アラ還ピック2020 第8回地区対抗グラ 向
ウンドゴルフ交流大会
11日㈰ ISOTOPE 卓球大会 K.22

尾道選手権（市長杯）
13日㈫ 秋季グラウンドゴルフ友の会

び
御ソ
び

芸術・文化
図書館の催し

■向島子ども図書館（☎0848 - 44- 0114）
●児童雑誌のリサイクル市
9月22日㈷〜27日㈰
図書館で不要となった児童雑誌を
お分けします。1人 5冊まで。無くな
り次第終了。

健康・福祉

■因島図書館（☎0845 -22- 8660）
●島の映画館因島座
9月19日㈯・26日㈯ 10：30〜
各回50人
●認知症サポーター養成講座
9月25日㈮ 10：30〜12：00
テキストにそって認知症の理解を
深め、日常のよくある場面を劇にし
て体験します。受講後は、オレンジ
リングを差し上げます。
15人 ※要申込。
講師 尾道市認知症キャラバン・メイ
ト連絡会因島グループ
■みつぎ子ども図書館（☎0848 -76 -3111）
●特別整理のため休館します。
100円（テキスト代）
●山崎尚美水彩画新作展
9月15日㈫〜18日㈮
「生きるよろこび」
●公立みつぎ総合病院総合施設作品展
9月19日㈯〜10月4日㈰
開催中〜11月1日㈰
※開催日中休館あり。

■瀬戸田図書館（☎0845 -27-1877）
●川本雅之・デッサン展
9月26日㈯〜10月18日㈰
瀬戸田町在住の川本雅之さんによ
るデッサンの展示

くらしの窓

■中央図書館（☎0848 -37- 4946）
●上映会「火曜名画座」
9月22日㈷・10月13日㈫ 18：00〜
各回約40人
●絵本とわらべうたとあそび
実践交流会（文化講座）
10月3日㈯ 14：00〜15：30
講師 おのみちわらべ 前田和子さん
おはなしくらぶほっとけーき 桑原
滋子さん
40人 ※要整理券（9月13日㈰から
配布）

デイサービスセンター、グループホー
ム「かえで」、特別養護老人ホーム
「ふれあい」の作品を展示

■特別展「圓鍔勝三 積み重ねの跡」

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月19日㈯〜11月15日㈰
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

☎0848-23-2281

開催中〜12月6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

■In Focus 11 — 卒業生の現在 —

本学を卒業・修了し、各分野で活躍している新
進作家、神田妙美（日本画）
・炭田紗季（画家）・
水井翔（ディレクター）の3 名を紹介します。

10：00〜18：00
水・木曜休館（祝日は開館）

☎0848-20-7831

9：00〜17：00（入館は16：30まで）
無休

☎0845-27-3800

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』

■館蔵品展

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

茶道具の美

9月19日㈯〜12月6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

9月12日㈯〜10月18日㈰

（潮見町）

9月19日㈯〜12月4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）

☎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 9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

■「松 尾芭 蕉・平山 郁夫と旅 する奥の
細道・中尊寺」

スポーツ

■ 特別展「日本のアニメーション美術の
創造者 山本二三展」

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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尾道市立美術館
︿キリトリ線﹀

特別展「日本のアニメーション美術の創造者
山本二三展〜天空の城ラピュタ、火垂るの墓、
もののけ姫、時をかける少女〜」
9月19日㈯〜11月15日㈰
左の招待券を切り取り、尾道市立美術館で
提出いただくと、１人１回入館無料となります。

■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


けんみん文化祭ひろしま ＇20 協賛事業
創立86周年 尾道美術協会 大作展

第13回尾道市民囲碁大会

10月9日㈮〜13日㈫
市民センターむかいしま
美術協会員、絵画研究所生による、
油彩、水彩画の年に一度の大作展
尾道美術協会事務局
（ 0848 - 44 - 2214）

【有段者】10月10日㈯ 13：00〜
【級位者】10月11日㈰ 13：00〜
※申込者が少ない場合は、10月11
日㈰の同時開催に変更。
総合福祉センター
市内在住か勤務・通学している
人、市内囲碁協会会員
クラス別競技大会 トーナメント
方式の個人戦で３局打。申込者数によりクラス分けします。
500円（高校生以下無料）
「住所、名前（ふりがな）
、段・級位、参加希望、電話番号、小・中・高校生
は学校名と学年」を記入し郵送、FAXかメールで
9月25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- 2740）
bunka@city.onomichi.hiroshima.jp

尾道市立大学美術学科
第18回地域プレゼンテーション課題
尾道市立大学美術学科デザイン
コース3 年生による、地域プレゼン
テーション課題の展示を行います。
10月5日㈪〜9日㈮
10：00〜18：00／火曜休館
※初日は14：00から。
最終日は15：00まで。
しまなみ交流館
■ギャラリートーク
10月7日㈬ 14：00〜
尾道市立大学美術学科
（ 0848 - 22 - 8311㈹）

昨年度グランプリ作品

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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広報おのみち・令和 2 年 9月

おのみち歴史博物館
「日本遺産のまち尾道Ⅱ」展
尾 道 市が日本遺 産に認定されて
から5 周年を記念し、
「箱庭的都市」
「村上海賊」
「北前船」の3つの日本遺
産を紹介する展示会を開催します。
9月19日㈯〜11月15日㈰
おのみち歴史博物館
「箱庭的都市」「村上海賊」「北前
船」の 3 つの日本遺産を紹介する
国宝「高野山文書院庁下文」複製資料
展示会
一般210円（20人以上の団体は170円、中学生以下無料）
文化振興課（ 0848 - 20 - 7425）

情報アラカルト
お知らせ

しまなみ海道料金所
ETC更新工事のお知らせ

因島アメニティ公園内を
工事します
因島アメニティ公園（因島大浜町）の
整備工事を行います。工事期間中は、
工事区域の利用はできませんのでご注
意ください。
工事期間 9月15日㈫ 〜令和3 年3月
31日㈬
因島総合支所しまおこし課
（ 0845 - 26 - 6212）

料金所名

閉鎖予定時期
開始時期

終了時期

向島本線
向島

工事完了

因 島 北

令和 2 年10月上旬 〜 令和 2 年12月下旬

因 島 南

工事完了

生口島北

令和 2 年 7月上旬 〜 令和 2 年10月下旬

生口島南

令和 2 年11月上旬 〜 令和 2 年12月下旬

くらしの窓

しまなみ海道の各料
金所では、ETCの利便
性を向上させ、より快適
な走行を提供するため、
ETC更新工事を実施し
ています。
工事 期間中、特に通
勤時間帯は混雑が予想
されます。ご迷惑をおか
けいたしますが、ご理解
とご協力をお願いいたし
ます。

※工事期間については変更する場合があります。

健康・福祉

本州四国連絡高速道路㈱しまなみ尾道管理センター
（ 0848 - 44 - 3700／9：00〜17：30）
https://www.jb-honshi.co.jp/

尾道市農業委員
安井
山田
上峠
金藤
髙橋
大西
土山

常人（沖側町）
清（山波町）
数博（木ノ庄町畑）
祐治（原田町小原）
泰登（浦崎町）
寛幸（西藤町）
浩二（御調町植野）

松森
智（御調町丸門田）
八津川和司（御調町神）
中司 睦枝（向東町）
吉原 正紀（向島町）
原
弘子（向島町）
村上
正（因島田熊町）
楢原 生夫（因島大浜町）

村上 智彦（因島重井町）
米田 健一（瀬戸田町荻）
髙本 博文（瀬戸田町林）
片山
博（瀬戸田町高根）
岡本 幸平（瀬戸田町垂水）

スポーツ

尾道市農地利用最適化推進委員
上 清五郎（御調町大原）
石本 徳栄（御調町千堂）
宮迫 徹也（御調町大蔵）
林原
啓（向島町）
奥本 浩己（向島町岩子島）
宮地 眞良（因島三庄町）

松浦 德和（因島中庄町）
村上佐代子（因島重井町）
藤岡 正宏（因島原町）
江田 敏道（瀬戸田町宮原）
佐々木 崇（瀬戸田町名荷）
植原 宗哉（瀬戸田町高根）

情報アラカルト

江良 宗登（門田町）
中司 邦弘（久保町）
笠井 博志（美ノ郷町三成）
淺野
訓（木ノ庄町木梨）
檀上
健（浦崎町）
杉谷 智章（高須町）

芸術・文化

新しい農業委員19人と、
農地利用最 適化推 進委員
18人が決まりました。
（R 2 .
7月、敬称略）
今後 3 年間、農地法に基
づく農地の売買・貸借の許
可、農地転用などの許可を
行うことのほか、農業に関す
る相談対応や地域の農地の
パトロールなどを行います。
農業委員会事務局
（ 0848 - 38 - 9491）

子育て

農業委員会が新体制になりました

相
談

広報おのみち・令和 2 年 9月
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︿キリトリ線﹀

圓鍔勝三彫刻美術館
特別展「圓鍔勝三

積み重ねの跡」

9月1日㈫〜12月6日㈰
左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。

催し

男女共同参画まちづくり講座
おのみち公民館いきいき講座
日時10 月30 日㈮ 10：30〜12：00
場所市民センターむかいしま

■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


講演 「いのちを守る気象情報にするために」
講師 勝丸恭子さん（気象予報士、防災士）
勝丸恭子さん
190人 ※要申込、多数の場合抽選。
※手話通訳、託児、補聴器（Tモード対応）で明瞭に聞こえるヒアリングループ席や
専用受信機（10台）貸出あり。※入場整理券は、10月20日頃に送付します。
10月2日㈮必着
〒722 -2211 因島中庄町2089 -1
人権男女共同参画課 因島ふれあいセンター（ 0845 - 24 - 2160）

■第33回「いのち・愛・おのみち」人権展
募集作品 いのち・愛・人権・平和を大
切にしようとする気持ちがあふれた
作品（標語・ポスター・絵画・絵手紙・
ちぎり絵・書・短歌・俳句・写真など）
作品と「住所、名前、電話番号」を
記入のうえ申込
※作品は、
「いのち・愛・おのみち」人権
展に展示するとともに、啓発資料とし
て活用します。
10月19日㈪

11月28日㈯ 13：30〜15：00

日時

場所しまなみ交流館
演題「人生はいちばんじゃなくてもいい〜生まれてきてくれてありがとう〜」
講師 松野明美さん（元オリンピックランナー）
340人 ※要申込、多数の場合抽選。※手話通訳、託児あり。
※入場整理券は、11月上旬に送付します。
10月22日㈭必着
〒722 - 0041 防地町26 -24
人権男女共同参画課（ 0848 - 37- 2631）

北朝鮮による日本人拉致問
題啓発パネル展

10月の第3土曜日は「シルバーの日」で
す。今年は、日本遺産の街、尾道を巡る
観光ガイドを行います。
■ボランティア観光ガイド（申込不要）
10月17日㈯ ※小雨決行。
集合場所しまなみ交流館前（8：50）
案内 9：00〜12：00
シルバー観光ガイドがご案内します。
（公社）尾道市シルバー人材センター
（ 0848 - 20 - 7700）

拉致問題について関心を持ち、理解を
深めていくことが、拉致問題解決への第
一歩です。身近な問題として考えてみま
せんか。
（提供：広島県国際課）
10月3日㈯〜12日㈪
8：30〜17：15（日曜を除く）
※土曜の時間はお問い合わせください。
人権文化センター
人権男女共同参画課
（ 0848 - 37- 2631）

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 9月

往復はがきの往信 欄裏 面に
「郵便番号・住所・名前・電話
番号・希望講演名・参加希望人
数（はがき１枚につき２人まで。
2人の場合、同伴者の名前・住
所・電話番号も記入）」、返信
欄表面に「申込者の宛名」を記
入のうえ郵送。
※未就学児で託児が必要な人は
「子どもの名前・年齢」も併せ
て記入し、
「託児希望」と朱書
き。
（定員各5人）

第33回「いのち・愛・おのみち」人権講演会

日本遺産 尾道をシルバー
観光ガイドと歩こう
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【共通事項】

松野明美さん

尾道灯りまつりの中止に
ついて
第17 回尾道灯りまつりは新型コロナウ
イルス感染拡大の影響に伴い中止させて
いただきます。
尾道灯りまつり実行委員会
（観光課内 0848 - 38 - 9184）

etc…

教室・講座

シルバー実用書道講座

etc…

地域の自主的な活動を
支援します（追加募集）

募集

農地付き空き家を
募集します

コミュニティ活動に宝くじ助成金を
活用しませんか

健康・福祉

（一財）自治総合センターでは、宝くじの社会貢献
広報事業として宝くじの受託事業収入を財源とし
た、コミュニティ助成事業を行っています。地域コミュ
ニティ活動の充実などにご活用ください。
住民組織などが、地域での活動に使用する備品
等の購入にかかる費用（令和3 年度実施事業）
10月16日㈮  ※審査により採否が決定されます。

子育て

宝くじの助成金で整備
美ノ郷町三成の地縁団体大迫町内会
では、地域の伝統文化「三成太鼓」の継
承による地域コミュニティ活動充実のた
め、和太鼓を整備しました。

久山田町自主防災会では、災害時に
避難が困難な方々への支援や浸水対
策に活用するため、リヤカーやエンジ
ンポンプ等
の防災資機
材を整備し
ました。

0848 - 38 - 9216）

情報アラカルト

0848 -38 -9435） 総務課（

芸術・文化

政策企画課（

スポーツ

10月13日㈫ 19：00〜20：30
総合福祉センター
外国人とのコ
ミュニケーショ
ンに興味があ
る人、日 本 語
学習支援をし
ている人
日本語学習支援をしている人の基
本的知識のスキルアップ講座
30人
講師 犬飼康弘さん（（公財）ひろしま
国際センター研修部）
筆記用具
「名前、電話番号」を電話かメール
で
10月5日㈪
生涯学習課
（ 0848 - 20 - 7444）
shogai@city.onomichi.hiroshima.jp

くらしの窓

10月6・13・20・27日㈫
空き家と一緒に農地を「売りたい」
「買いたい」人に便利な空き家バンク
13：30〜15：30（4日間）
制度が始まりました。空き家に付随
生きがい活動推進センター
市内在住の60歳以上で筆耕の仕 する１アール以上の農地をお持ちの人
事に興味のある人（初めて受講する は、空き家バンクへの登録をご検討
ください。詳しくは、市ホームページ
人のみ）
ボールペン・小筆・筆ペンで、ハガ をご覧ください。
キ・封筒・金封・年賀状・賞状等の 【空き家バンク対象区域】
旧市街地の尾道三山南斜面地、御
書き方の習得
調町、因島各町
15人
問い合わせ先
9月25日㈮
【空き家バンクの登録について】
（公社）尾道市シルバー人材セン
まちづくり推進課
ター（ 0848 - 20 - 7700）
（ 0848 - 38 - 9347）
【空き家に付随する農地について】
農業委員会事務局
日本語学習支援ボランティア
0848 - 38 - 9491）
（
研修会

市民活動への支援として、地域のま
ちづくりに要する経費の一部を補助し
ています。ご活用ください。
■市民活動団体部門
市内在住か通勤・通学している5人
以上のグループ
■地域コミュニティ部門
町内会・区長会等の住民自治組織
や地区社会福祉協議会など
【共通事項】
補助金額 対象経費の2／3以内（上
限額50万円、2年目以降30万円）
※最長3年まで。
所定の様式で申請期間内に提出
9月30日㈬
※書類審査を行い、後日通知します。
※申請の相談は随時受け付けていま
す。事前にお問い合わせください。
政策企画課
（ 0848 - 38 - 9435）

相
談

広報おのみち・令和 2 年 9月
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尾道市立市民病院職員募集
試 験 職 種 採用予定人員
臨床検査技師

臨床工学技士

各 1 人程度

受 験 資 格

受 付 期 間

試 験 日

次の全てに該当する人
①平成４年４月２日以降に生まれた人
②資格免許を有する人か免許取得見込の人

10月19日㈪〜11月6日㈮

11月15日㈰

理学療法士

資格免許を有する人か免許取得見込の人

※詳しくは市民病院ホームページをご覧ください。

■申込・問い合わせ先

■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

〒722- 8503  尾道市新高山三丁目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/

公立大学法人尾道市立大学職員採用候補者試験
※本採用試験は、今後、新型コロナウイルス感染症の発生状況等に応じて、試験日程・場所・方法を変更する場合があります。

■試験区分・採用予定人員数・受験資格など
試 験 区 分

採用予定人員

受 験 資 格

受付期間

1 人程度

昭和 56 年 4 月 2 日以降に生まれた人で、大学（短期大
学は除く）を卒業した人又は令和 3 年 3 月 31 日までに
卒業見込みの人

9月30日（水）までの
8：30〜17：15
※土・日・祝日を除く。

大学事務

※採用者は地方公務員ではありません。

■試験日程
日

時

場

所

■試験案内・申込書の配布
第一次試験

最終試験

10 月 18 日㈰

11月下旬

尾道市立大学

試験内容

教養試験・適性検査

面接試験

合格発表

11 月 6 日㈮

12月中旬

※
「総合的選考（一能に秀でた人等）」による加点措置制度を取り入れ
ています。

尾道市立大学総務課、市役所本庁１階で配
布しています。市立大学ホームページからダウン
ロードもできます。
※郵送で請求する場合は、封筒の表に「採用候
補者試験用紙請求」と朱書きし、140円切手
を貼った返信用封筒（角形2 号）を同封（※宛
先などを明記）してください。

■申込・問い合わせ先
〒722 - 8506 尾道市久山田町1600 -2
https://www.onomichi-u.ac.jp

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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尾道市立大学事務局総務課（ 0848 -22 - 8380）

尾道市職員採用候補者試験（後期）
※本採用試験は、今後、新型コロナウイルス感染症の発生状況等に応じて、試験日程・場所・方法を変更する場合があります。

■試験区分・採用予定人員・受験資格など
試 験 区 分

採用予定人員

受 験 資 格

募集期間

事務職

１人程度

平成 11 年 4 月 2 日から平成 15 年 4 月 1 日までに生まれた人

技術職（土木）

１人程度

平成 11 年 4 月 2 日から平成 15 年 4 月 1 日までに生まれた人
次のいずれにも該当する人
①平成 7 年４月 2 日から平成 15 年 4 月 1 日までに生まれた人

消防吏員

６人程度

②尾道市に住居を有する人か概ね 1 時間以内に尾道市消防局管
内の最寄りの消防署所に到着できる地域内に居住できる人
③消防業務に必要な体力を有する人

技術員

２人程度

技術職（土木）】

１人程度

昭和 45 年 4 月 2 日から平成 15 年 4 月 1 日までに生まれた人
※その他自動車運転免許等に関する要件あり
平成 11 年 4 月 2 日から平成 15 年 4 月 1 日までに生まれた人

くらしの窓

障害 者対 象【事務 職、

9月24日㈭
17：15まで

※その他障害に関する要件あり。

※その他の受験資格に関する要件の詳細については、試験案内か市のホームページでご確認ください。

■受験申込
第一次試験

最終試験

日

時

10 月 18 日㈰

11月下旬〜12月上旬

場

所

尾道市立大学

尾道市役所

※詳細は、
「受験申込に係る手続・提出書類について」や
「インターネットによる受験申込方法」をご覧ください。

※
「障害者対象」の申込については、インターネットによる
申込が難しい場合は、職員課にご相談ください。

スポーツ

■試験案内の請求方法
【直接受け取る場合】
市役所職員課、市役所本庁１階、各支所などの市の機関の窓口で受け取る。

芸術・文化

【インターネットからダウンロードする場合】
市ホームページからPDF形式で作成した試験案内を掲載していますので、ダウンロードしてください。

■申込・問い合わせ先
0848 -38 - 9342）

情報アラカルト

〒722 - 8501 尾道市久保 一丁目15 -1 尾道市試験委員会（職員課内
https://www.city.onomichi . hiroshima.jp/

子育て

試験内容

筆 記 試 験、 集 団
面接試験（消防吏
個別面接試験
員 除く）、体力試
験（消防吏員のみ）

インターネットによる申込のみとします。市ホームページ
から「尾道市職員採用試験受験申込」にアクセスし、画面
の指示に従って全ての必須項目を入力の上、募集期間中に
登録してください。

健康・福祉

■試験日程

相
談

広報おのみち・令和 2 年 9月
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相談
内

容

弁護士法律相談
［要予約］

10月14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。 10月28日㈬10：00〜16：00

場

所

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

総合福祉センター

空き家バンク「空き家相談会」

10月10日㈯10：00〜16：00

北村洋品店
（三軒家町3 - 23）

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３階
9：15〜12：00、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（祝日を除く） 10：00〜15：30
年金相談（公的年金制度全般）
※予約締切時間は、希望日の前日（土・日・ 月曜（祝日を除く） 10：00〜15：30
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
9 月17日㈭16：30〜19：20
尾道しごと館
［予約優先］
10月 8 日㈭13：30〜16：20
（仕事や就職に不安や悩みを持つ人の
9 月16日㈬13：30〜15：20
相談窓口）
10月21日㈬13：30〜15：20
9 月16日㈬10：00〜14：00
因島一日職業相談会
10月21日㈬10：00〜14：00
月2回（お問い合わせください。
）
就職支援セミナー
（応募書類作成・面接対策・実践コースなど） 月1回（お問い合わせください。
）

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 9月

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。
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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秘書広報課
☎0848 - 38 - 9395

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

10月10日㈯10：00〜16：00

※対象地域はお問い合わせください。

申込・問い合わせ先

尾道市役所

行政書士無料相談会

（相続・遺言・農地法その他許認可手続き）

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

日
時
10月
5
日㈪13：00〜15：00
（
法律相談全般）
弁護士相談［要予約］
10月16日㈮13：00〜15：00
※受付は9月17日㈭から。
※相談時間は20分。
10月 8 日㈭13：00〜16：00
9 月17日㈭13：00〜16：00
司法書士相談
［要予約］
10月13日㈫13：00〜16：00
（土地・建物の登記ほか）
10月19日㈪13：00〜16：00
※相談時間は30分。
10月21日㈬13：00〜16：00
10月 1 日㈭13：00〜16：00
行政相談
10月 9 日㈮13：00〜16：00
（国等に対する意見ほか。行政相談委員
10月12日㈪13：00〜16：00
が対応）
10月13日㈫13：00〜16：00

ハローワーク尾道
☎0848 - 23 - 8609

消費生活

相談ファイル

?

持続化給付金の不正受給を持ちかける手口に注意！

!

相談内容

大学の先輩から無料通話アプリに
メッセージが届いた。
「特定の会社を通
じて持続化給付金を申請すると、大学
生でも100万円の給付金が受け取れ
る。銀行口座とマイナンバー等の情報
を書類に記入し、後は代理人に任せれ
ば、手数料を引いた60万円を渡す。」
という内容だ。実際に給付金を受け
取った学生もおり、学内でも流行って
いるようだが、詐欺ではないかと不安
に思い相談した。
（20歳代 男性）

アドバイス

受給資格がない人に持続化給付金の不正受給を持ちかける誘いには絶対に乗らないでくださ
い。持続化給付金は事業者（個人事業主も含む）に対して支払われます。受給資格がないサラ
リーマンや学生が自身を事業者と偽って申請することは犯罪行為（詐欺罪）にあたると考えられ
ます。誘いに乗った人自身も罪に問われる可能性が高いです。
◆友人や先輩、SNSを通じて誘いを受けてもきっぱりと断りましょう。
たとえ、友人や先輩から誘われたとしても、このような不正受給を持ちかける悪質な誘いには
絶対に乗らないようにしましょう。不正受給に加担してしまうと、取り返しのつかないことにな
りかねません。
◆ 今後、新たな手口の勧誘が行われる可能性があります。不安に思ったときは消費生活センター
または、
「広島県新型コロナウイルス感染症対策県民相談窓口」
（☎082 - 513 -2826）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）

新型コロナウイルス感染症に起因する困りごと電話相談

【日 時】 開催中〜10月28日㈬の月・水曜日（祝日は除く） 17〜20時
【電 話】 0120−550−503（フリーダイヤル） 【相談料】 無料
【相談例】 ・収入が減り、このままでは生活できない。
・売上げが減少し、従業員への給与支払いが滞りそう。
・家賃・借金（ローン等）が払えない。
・感染防止を理由に、会社から無休での休業を命令された など

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

9月13日

21日
22日

10月  4日

科

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
向島小児科外科クリニック（小・外） 板阪整形外科クリニック
向島
☎ 4 4 -7 8 8 1 高須
☎ 5 6 -0 5 0 6
宮地クリニック（小・内）上 野 整 形 外 科
栗原
☎ 2 2 -8 8 5 5 高須
☎ 4 6 -0 0 8 0
ささき小児科医院（小・内）得
本
医
院
西御所 ☎ 2 2 -4 0 8 3 向島
☎ 4 5 -0 5 5 5
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
土本ファミリークリニック（小・内） 坂上整形外科クリニック
向島
☎ 4 4 -0 2 4 6 向東
☎ 4 5 -3 8 0 0
板阪内科小児科医院（内・小）古 島 整 形 外 科
西久保 ☎ 3 7 -3 8 0 3 高須
☎ 2 0 -2 2 2 2

月

日

9月13日
20日
21日
22日
27日
10月  4日
11日

歯

科

田 中 第 二 歯 科
栗原
☎ 2 4 -2 8 8 8
オ カノ 歯 科 医 院
栗原
☎ 2 4 -0 2 4 0
小川第二歯科医院
高須
☎ 4 6 -4 5 6 8
柏 原 ファミリー 歯 科
向島
☎ 4 5 -4 6 1 8
カ メ イ 歯 科
栗原
☎ 2 5 -2 5 5 7
苅 田 歯 科 医 院
天満
☎ 2 2 -5 6 5 0
河 上 歯 科 医 院
西則末町 ☎ 2 2 -2 8 8 2

芸術・文化

11日

診療時間： 9：00～13：00（時間厳守）
外

スポーツ

27日

本
病
院
高須
☎ 4 6 -0 6 3 4
森
本
医
院
天満
☎ 2 2 -5 0 0 9
湯
浅
内
科
土堂2 ☎ 2 3 -7 0 7 0
平 櫛 内 科 医 院
栗原東2 ☎ 2 2 -9 7 4 8
松
本
病
院
久保3 ☎ 3 7 -2 4 0 0
村 上 記 念 病 院
新浜1
☎ 2 2 -3 1 3 1
井 手 内 科 クリニック
土堂2 ☎ 2 2 -3 7 3 8

小児科系

子育て

20日

山

内科系

健康・福祉

尾道市医師会当番医

くらしの窓

広島司法書士会では、新型コロナウイルス感染
症にともなう、生活や仕事などに困りごとを抱え
た方々への相談に無料で応じる「新型コロナウイ
ルス感染症に起因する困りごと電話相談」を実施
します。

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 9月
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読んだ本の話を使って、
自分のことを書いてみよう！

夏休みを迎える子どもたちに向けて、各図書館で読書感
想文講座が行われました。中央図書館で小学1・2年生を対
象に行われた教室では、学校司書の大畠弘子さんから「読ん
だことを通して自分のことを書いてみましょう」と話を聞き、
感想文の前準備として“今がんばっていることや、悩んでい
ること”を保護者と一緒に悩みながら書き進めました。
また、図書館1階には読書感想文におすすめの本がズラ
リ。講座に参加した後に、早速本を借りに行けるのも図書館
ならではでした。

8

20

誕生80周年記念、
世界初！の「トムとジェリー展」

尾道市立美術館で 9月6日（日）まで開催された「トムと
ジェリー展」。誰もが知っている「トムとジェリー」をはじ
め、大人の人にとっては懐かしの「スーパースリー」など、
原作者ハンナ＝バーベラの手がけた作品が数多く展示さ
れました。幅広い世代に愛されるアニメの世界を楽しみに
多くの人が訪れ、8月20日（木）にはなんと入館者数も2万
人を突破しました。

8 お盆 今年のお盆の様子は
お盆の期間中には、お経を読んで先祖への祈りや感謝を
伝える棚経が行われます。中でも生口島では、縁側や前庭の
屋外に精霊棚を設ける風習が残っていて、お坊さんが日が昇
り始める早朝から各家を訪れ読経されていました。
帰省自粛などもあり、主に近隣の人がお盆休みを利用し
て尾道を訪れていました。広島市からお越しの笑顔が素敵
なお二人は、レンタサイクルで近場の島をゆったり見物する
とのことでした。
た な ぎょう

しょうりょうだな

8
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尾道名物、
出来はどうでしょうか

８月末に出荷のピークを迎えた尾道産いちじく。浦崎町
の高橋泰登さん明美さんに出来を伺ったところ「昨年同様
日照に恵まれたため、糖度が高く味は上々。おいしいいちじ
くを食べて元気になってほしい」と笑顔で教えてもらいまし
た。高橋さん宅では毎朝２時から収穫が始まり、日の出には
その日の収穫を終えるそうです！
今年は新型コロナによる外出自粛の影響等でスーパーへ
の出荷が増え、例年の１.２～５倍もの値が付いています。

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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