「日記式潮汐表」無料配布
（令和3 年版）

毎年12月に開催している因島ウォー
キング大会は、新型コロナウイルス感
染症に対する参加者・スタッフの安
心・安全を考慮し中止します。
因島ウォーキング大会実行委員会
（
（一社）因島観光協会内
0845- 26- 6111）

第23回おのみちHappy Garden
フリマ！フリマ！！フリマ！！！
〜2020年 秋の巻 〜

所

日

程

みつぎ子ども図書館（一部展示）

11月13日㈮ 〜19日㈭ 9：00〜19：00
※月曜休館。

しまなみ交流館 1階市民ギャラリー

11月25日㈬ 〜 30日㈪ 9：00〜17：00
初日は13：00から、最終日は13：00まで。

人権文化センター

12月9日㈬ 〜19日㈯ 8：30〜17：15
※日曜休所、土曜はお問い合わせください。

市民センターむかいしま 1階ロビー

12月24日㈭ 〜 令和 3 年1月7日㈭
8：30〜18：00 ※年末年始休館。

フジグラン尾道 3 階ホール

令和 3 年1月9日㈯ 〜18日㈪
9：00〜21：00

芸予文化情報センター（一部展示）

令和 3 年1月22日㈮ 〜 28日㈭
10：00〜18：00 ※月曜休館。

瀬戸田市民会館（一部展示）

令和 3 年1月30日㈯ 〜 2 月4日㈭
9：00〜17：00 ※月曜休館。

人権について考えてみましょう
12月4日〜10日は「人権週間」
「人権」とは「人が人として尊重されながら生きていくために社会に
よって認められた権利」です。しかし、いじめや虐待、ハラスメントなど
の問題が後を絶たず、今年はコロナ禍の中、感染者や医療従事者、その
ご家族などに対する偏見や差別といった問題も発生しています。
1948（昭和23）年12月10日、第 3 回国連総会で「世界人権宣言」が
採択された日を「人権デー」とし、10日までの１週間を「人権週間」とし
ています。尾道市、広島法務局尾道支局、尾道人権擁護委員協議会で
も人権週間に合わせて啓発活動を展開し、人権尊重思想の普及高揚を
呼びかけています。
市では年間を通して、人権課題への取り組みを紹介する啓発パネル
の展示やDVD等の貸出を行い、人権文化センターやふれあいセンター
には人権相談員を配置して、人権に関わる相談等に応じています。
人権男女共同参画課（☎0848- 37- 2631）

11月27日㈮ 19：00〜20：50
尾道市勤労青少年ホーム
10人
講師 高尾 勉さん（タカオフラワー
ブティック代表）

2,800円（花材費） はさみ
電話で
11月19日㈭
尾道市勤労青少年ホーム
（ 0848 - 22 - 5396／
13：00〜21：00）

VRで体験する
チェーンソー講習
VR（仮想現実）によるチェーンソー
事故の疑似体験により、チェーンソー
を安全に扱うために必要な知識を身
に付けることができます。
12月11日㈮ 14：00〜16：30
向島運動公園
森づくり活動に関わる人や林業に
興味関心のある人
座学と、実際に起こった事故をVR
で疑似体験
20人
講師 ㈱森林環境リアライズ
筆記用具、上履き
電話かFAXで
11月30日㈪
農林水産課
（ 0848- 38- 9212
0848- 37- 2377）

相

持参物
締切
電子メール
ホームページ

談
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情報アラカルト

11月22日㈰ 13：00〜
（VS 福島ユナイテッドFC）
12月 9日㈬ 13：00〜
（VS いわてグルージャ盛岡）
ありがとうサービス.夢スタジアム
（今治市高橋ふれあいの丘16）
ゴール裏：大人1,000円 ほか
※日程・価格は変更となる場合があ
ります。詳しくはホームページでご
確認ください。
WEB（ローソンチケット）で
FC今治（ 0898 -31- 8701）

場

芸術・文化

11月29日㈰ 10：00〜15：00
県立びんご運動公園メインアリーナ
※マスクの着用をお願いします。
おのみちはぴねすくらぶ
（奥田 090 -1186 -1837）

J3昇格を果たしたFC今治
ホーム戦で熱い声援を！

示

フラワーアレンジメント特別講座
冬を彩る寄せ植え

スポーツ

広報おのみち10月号に掲載の、令
和 3 年1月10日㈰に開催の尾道市成
人式について、新型コロナウィルス感
染症予防のため、次の点を変更しま
すので、ご注意ください。
■変更点
〇市内に住民登録のある人
入場券 送付方 法：「はがき」から
「封書」に変更

第8回「因島ウォーキング大会」
の中止について

姉 妹 都 市

展

教室・講座

子育て

令和3 年尾道市成人式の
変更点及び注意点

催し

今治市へ行こう！

【展示内容】人権標語・絵手紙など（市民からの応募）、保育所・幼稚園・小学校・
中学校の園児、児童、生徒の作品

etc…

健康・福祉

雇用形態（常用・臨時・パート・ア
ルバイト等）に関わらず、労働者を1人
でも雇用している事業主には、労働
保険（労災・雇用）に加入する義務が
生じます。
労働保険は、労働者の災害補償と
失業時の生活保障等をするもので、
人材確保、従業員の安心、そして会社
の安定につながります。
広島労働局労働保険徴収課
（ 082- 221- 9246）
尾道労働基準監督署
（ 0848- 22- 4158）

11月24日㈫〜12月1日㈫
尾道市役所 1階ロビー
県内の新築・住宅リフォームを対象
に行われた「ひろしま住まいづくり
コンクール2019」の応募作品のう
ち、省エネやバリアフリー・耐震・
木材利用など創意工夫の受賞作品
のパネル展示
まちづくり推進課
（ 0848 - 38 - 9247）

第33回「いのち・愛・おのみち」人権展

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

事業主の皆さん
労働保険に加入しましょう

「ひろしま住まいづくりコン
クール2019」受賞作品展

※写真はイメージです。

12月1日㈫以降の9：00〜16：00
※土・日・祝日を除く。
尾道糸崎港湾福祉センター２階
清港会尾道支部事務所
（古浜町27- 284）
配付数 400冊（1人1冊）
※なくなり次第終了。
（一社）広島県清港会尾道支部
（ 0848 -23 -2463）

〇因島・瀬戸田地域の送迎バス利用：
郵送する封書の内容をご確認のう
え、電話かメール、FAXで申込み
■注意点
〇発熱、体調不良がある人は参加を
ご遠慮ください。
〇入場時に検温を実施し、発熱が確
認された場合は入場をお断りさせ
ていただきます。
〇会場内では、必ずマスクを着用して
ください。
〇保護者はご入場いただけません。
成人者に付き添い等が必要な場合
はご相談ください。
生涯学習課
（ 0848- 20- 7444
0848- 37- 0233）
shogai@city.onomichi.hiroshima.jp

広報おのみち・令和 2 年11月

広報おのみち・令和 2 年11月
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