芸術・文化

スポーツ
びんごテニスまつり！
テニス場センターハードコート
無料開放DAY

バランスコンディショニング
教室受講者募集

※行事案内は予定のため、変更・中止されることがあります。

（
（
御体；御調体育センター
（
御ソ；御調ソフトボール球場（
向；向島運動公園
因；因島運動公園

■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）

11月21日㈯〜令和 3 年1月17日㈰
大人310円、高校・大学生210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

尾道市立大学美術館（久保三丁目） なかた美術館
■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。

開催中〜12月６日㈰

10：00〜18：00
水・木曜休館（祝日は開館）

☎0848-20-7831

（潮見町）

■「松 尾芭 蕉・平山 郁夫と旅 する奥の
細道・中尊寺」

開催中〜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）

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『絵画のなかの風景』

■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〜令和 3 年2月21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

開催中〜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）

☎0845-27-0800

尾道商業会議所記念館（土堂一丁目） 本因坊秀策囲碁記念館（因島外浦町） おのみち映画資料館（久保一丁目）
■第39回企画展示 オノテツの車窓から
〜時空を旅する尾道鉄道沿線紀行〜

■本因坊秀策の遺品など展示中

その昔、尾道と御調をつないだ「オノテツ」こと尾道鉄道。当時
の車窓から見えたであろう沿線地域の企業・産業を特集します。

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。

10：00〜18：00
木曜休館（祝日は開館）

10：00〜17：00（入館は16：30まで）
火曜休館（祝日は翌日）

11月13日㈮〜令和 3 年2月24日㈬

☎0848-20-0400

大人310円、中学生以下無料

☎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

長；長者原スポーツセンター（

0848 - 48 - 5446）
http://bingo-sportspark.com/
0848 - 48 - 5677）
0848 - 44 - 6700）
0845 - 24 - 3216）
0848 - 76 - 2111）
0848 - 76 - 2111）

■「尾道市立美術館コレクションー 描か
れた尾道水道」展

相

（

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）

情報アラカルト

び；県立びんご運動公園

11月21日㈯ 10：00〜
■ 中央図書館
一般書、児童書 1人 5冊まで
■向島子ども図書館（☎0848 - 44 - 0114） ■みつぎ子ども図書館
●わくわく赤ちゃんと絵本講座
一般書、児童書、一般雑誌、児童雑誌
11月25日㈬ 10：30〜11：15
1人10冊まで
乳幼児と保護者
■ 因島図書館
赤ちゃんと幼児向けの絵本
一般書 1人 5冊まで
の選び方、絵本の読み
■ 瀬戸田図書館
方、楽しみ方など
一般雑誌 1人 3冊まで
10人
■ 向島子ども図書館
講師 まめっちょ
一般書、児童書、一般雑誌 1人10冊まで

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11月

芸術・文化

広報おのみち・令和 2 年11月

12月 2日㈬ 尾道グラウンドゴルフ師走大会
び
第19回広島県シニアテニス連盟冬季大会 び
4日㈮ 第２回向島運動公園グラウンド・ゴルフ交歓大会 向
5日㈯ フェニックス尾道交流大会（サッカー）
び
第22回しまなみダンロップカップ中学生ソフト び
テニス研修大会団体戦（〜12／6）
広島県HiFAユースサッカーリーグ
向
6日㈰ 尾三フェニックスSANBA FC交流会（サッカー）
（12／13）び
東部地区選抜ドリームマッチ少年野球大会 び
水みらい旗争奪少年野球大会
向
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
10日㈭ 第18回尾道グラウンドゴルフペア交歓大会 び
12日㈯ 第28回中学オープンインドアソフトテニス大会女子（1日目）び
サンフレッチェびんごJrユースセレクション（1日目）び
2020HiFAユースリーグ高円宮杯サッカーリーグＵ13 び
第6回全日本小学生野球選手権三原大会（〜12／13）び
第12回尾道ジュニアバレーボール交歓会
向
13日㈰ 南蔵王スポーツISOTOPEお楽しみ大会（卓球）
（硬式）び
第22回尾三地区一般リーグ戦（バスケットボール）び
尾道高校ラグビー部全国大会壮行試合
び
第56回トークス杯ダブルステニス大会
び
尾道向島ライオンズクラブ杯少年サッカー大会 向
第46回会長杯ソフトテニス大会
向

図書をお譲りします
尾道市立図書館リサイクル市

スポーツ

11月18日㈬ 尾道グラウンドゴルフもみじ大会
び
21日㈯ 頑張ろう広島大会（卓球）
び
広島県東部ダンス交流会
び
2020第35回日本クラブユースサッカー選手権 び
（U-15）大会中国地区（12／5）
広島県一年生大会（野球）
（決勝）
び
中国・四国チャレンジマッチＵ−15（テニス）
（〜11／23）び
広島県HiFAユースサッカーリーグ
向
22日㈰ 令和2年度後期尾道市オープン卓球大会
び
社交ダンス交流会
び
サンフレッチェ広島ファミリーサッカー教室 び
トレセンマッチデーＵ−16〜12（サッカー）び
広島県HiFAユースサッカーリーグ
向
23日㈷ 2020尾道ジュニア育成・南部地区小バ連 び
合同交歓大会（バレーボール）
第13回広島県クラブユースサッカー選手権U-14（11／28）び
中之町イーグル・三原ベアーズ親善試合（野球）び
水みらい旗争奪少年野球大会
向
2020南小連合同バレーボール交歓会
向
第13回広島県クラブユースサッカー選手権（U-14）因
26日㈭ 尾道高校全国大会予選前練習（ラグビー）
（12／10）び
28日㈯ 第39回広島県下消防職員親善バレーボール大会 び
2020年度第1回尾道シニア体験入団及び入団説明会（野球）び
2020年度（公財）日本サッカー協会B級コーチ育成講習会 び
兵庫・岡山・広島三つ巴テニス大会
び
29日㈰ FAカップ（サッカー）
び
（一社）子育て支援スポーツ推進協会サッカー大会 び
高宮杯賜杯第65回全日本軟式野球大会尾道地区予選会 び
びんご地区社会人サッカーリーグ（12／6・13）び
びんごジュニアテニスまつり
び
令和2年度尾三地区バレーボールリーグ戦（男子の部）御体
尾道地区少年野球新人戦大会
向

■ 因島図書館（☎0845 -22- 8660）

●島の映画館 因島座
11月21日㈯・28日㈯ 10：30〜
各回50人
●ライブラリーコンサート「秋」
11月22日㈰ 13：00〜14：00
80人
曲目 ｢およげたいやきくん｣｢ブルーライ
トヨコハマ｣｢ロシア民謡メドレー｣など
出演 セトハモ会、因島ギターアンサンブル
●切り絵教室
「干支丑年の色紙を作ろう」
12月6日㈰ 10：30〜、13：30〜
各回10人 ※要申込。
講師 坂元千恵子さん
◇坂元千恵子きりえ展「旅の思い出Ⅲ」
12月2日㈬〜27日㈰

■ 瀬戸田図書館（☎0845 -27-1877）

●LaQでつくろうクリスマスプレゼント！
11月28日㈯ 10：00〜12：00
瀬戸田市民会館
幼児〜小学生 ※保護者同伴。
50人（室内定員：10人）
●憩の家作品展
11月28日㈯〜12月20日㈰
憩の家介護事業所の利用者が制作
した消しゴムはんこ・絵画などを展示

●子どもの読書活動推進講演会
「いまこそ！ストーリーテリング」
12月6日㈰ 13：30〜15：00
市民センターむかいしま
ストーリーテリングの魅力、はじめの
一歩の踏み出し方など
40人
※要整理券、11月10日㈫から配布。
講師 小林いづみさん（子どもと本を
結ぶ安芸灘ネットワーク代表）

子育て

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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日比崎小学校 6 年生の体験授業の様子

■中央図書館（☎0848 -37- 4946）

●上映会「火曜名画座」
11月25日㈬・12月8日㈫ 18：00〜
各回約40人

●LaQでつくろうクリスマスプレゼント！
12月12日㈯ 10：00〜12：00
視聴覚室
幼児〜小学生 ※保護者同伴。
50人（室内定員：15人）

健康・福祉

行事案内

東京パラリンピック正式種目で、今
注目の「ボッチャ」。
白いボールに、赤・青のそれぞれ６
球ずつのボールを投げたり、転がした
り、他のボールに当てたりして、いかに
近づけるかを競う、誰でも・簡単に・
みんなで楽しめるスポーツです。
市では、用具の貸し出しや指導派
遣を行っていますので、体験してみた
い人はお問い合わせください。
生涯学習課（ 0848 -20 - 7499）

図書館の催し

くらしの窓

■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

バランスコンディショニングは、
ボールを使って楽しみながら行う体
幹強化エクササイズなので、運動不
足の人から、スポーツをされている人
にもおススメです。１回無料体験もで
きます。
金曜 9：45〜10：30
※日程表による、12月上旬まで。
県立びんご運動公園
高校生（18歳）以上
11月29日㈰ 9：00〜16：00
30人
県立びんご運動公園
講師 専任インストラクター
ラケット・ボール等
1回710円
※貸し出しはあり、要予約。数量限定。
室内シューズ、運動ができる服装
電話予約可
健康スポーツセンター受付で
県立びんご運動公園
県立びんご運動公園
（ 0848 - 48 - 5446）
（ 0848 - 48 - 5446）
東京オリンピックの会場である「有
明コロシアム」のテニスコートと同じ
仕様のハードコート。広島県東部で
は、県立びんご運動公園だけです。
ハードコート
の感触をお楽
しみください。

「ボッチャ」
を体験してみよう！
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