芸術・文化

スポーツ
びんご運動公園
キッズスポーツ塾（小学生クラス）
参加者募集

■第12回尾道市民カローリング大会
（1月31日開催予定）
生涯学習課（ 0848 -20 -7499）
■第46回みつぎ駅伝大会
（ 2月14日開催予定）
御調町体育協会事務局
（芦田 090 -1184 - 4366）
あし だ

■第41回向島駅伝大会
（ 2月21日開催予定）
向島町体育協会事務局
（本田 090 - 4895 - 0054）
ほん だ

■ 因島図書館（☎0845 -22- 8660）

●特別整理のため休館します。
期間 2月3日㈬〜10日㈬
●島の映画館
因島座
■中央図書館（☎0848 -37- 4946）
1月16日㈯・23日㈯-10：30〜
●上映会「火曜名画座」
各回50人
1月26日㈫、2月9日㈫-18：00〜
●人権パネル展「えがおつなげて」
各回約40人
開催中〜1月20日㈬
●田岡隷山 津軽三味線ライブin図書館
子どもたちに「人権」について考えて
2月7日㈰-14：00〜15：00
もらう物語のパネル展示
50人-※要整理券（1月16日㈯から配布）
●「楽しいおはなしいっぱいあるよ」
1月21日㈭-10：00〜11：00
■みつぎ子ども図書館（☎0848 -76 -3111）
いんのしま子育て支援センター
●干支・絵手紙・年賀状展
0〜3 歳（未就園児）と保護者
開催中〜1月17日㈰
10組--※要申込。
市内の絵手紙教室の皆さんが製作し
エプロンシアター「はらぺこあおむし」、
た丑年の年賀状の展示
大型紙芝居「狸のはなし」などの上演
●ふるさと陶芸展
を通して、親子に絵本を紹介します。
1月19日㈫〜2月21日㈰
講師 中村さゆりさん--ほか
御調町内で作陶している皆さんの作
品を展示

■ 瀬戸田図書館（☎0845 -27-1877）

1月16日㈯ 第68回広島県高等学校バスケットボール び
新人大会（〜1／17・23〜24）
2020（公財）日本サッカー協会B級コーチ び
養成講習会（〜1／17・23）

第17回西日本メープルカップ中学生ソフト び
テニス研修大会団体戦（〜1／24）

尾道市スポーツフェスティバル第13回小中 向
学生バレーボール親善大会（中学生の部）

広報おのみち・令和 3 年1月

広島県HiFAユースサッカーリーグ
9日㈫ 因島・瀬戸田高校合同マラソン大会
11日㈷ 第28回尾道オープンインドアソフトテニス大会
全広島サッカー選手権大会

向
び
び
び

2020HiFAユースリーグ高円宮杯サッカー び
リーグU15
広島県HiFAユースサッカーリーグ

向

13日㈯ 第17回福山ウィンターチャレンジカップ小 び
学生バレーボール大会（〜2／14）
中国シニアサッカー大会

び

シニアボーイズヤング交流会枚方大和高田 び
岡山四国広島（〜2／14）
第15回びんごチャレンジカップ中学生ソフト び
テニス研修大会団体戦（〜2／14）
第17回福山ウィンターチャレンジカップ（〜2／14） 御体
第14回尾道ジュニアバレーボール交歓会
向
14日㈰ 広島県HiFAユースサッカーリーグ
向
び；県立びんご運動公園

（

長；長者原スポーツセンター（
向；向島運動公園
（
因；因島運動公園
（
御体；御調体育センター
（
御ソ；御調ソフトボール球場（

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 （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）
■ 第17回尾道市立大学芸術文化学部
美術学科卒業制作展

■常設展Ⅲ「圓鍔勝三の野外彫刻」

■「トルコからシルクロード」展

9：00〜17：00（入館は16：30まで）
会期中は無休

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

2月5日㈮〜14日㈰

☎0848-23-2281

開催中〜3月14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

（潮見町）

開催中〜3月19日㈮
一般 920円、高校・大学生410円、
小・中学生210円（市内小・中学生無料）

☎0845-27-3800

耕三寺博物館（瀬戸田町瀬戸田）

■第15回尾道市立大学大学院美術研究科
修了制作展

■コレクションプラス『絵画のなかの風景』

■冬季企画展

10：00〜18：00
会期中は無休

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

2月5日㈮〜14日㈰

☎0848-20-7831

開催中〜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

宝船版画

開催中〜3月14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）

開催中〜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

30日㈯ JFA全日本フットサル選手権（〜1／31）
び
しまなみ杯U-14／U-13（サッカー）
（〜1／31）び
第61回広島県高等学校テニス選手権大会（〜1／31） び
広島県HiFAユースサッカーリーグ（〜1／31）向
31日㈰ 社交ダンス交流会（2／7）
び

7日㈰ 第21回ちゅピCOMおのみち杯ママさんバ び
レーボール大会

相

2021尾道市向島B&G財団会長杯ジュニア 向
バレーボール新春大会

尾道蹴球杯U-14／U-13（〜2／7）
び
しまなみカップ団体対抗戦（ソフトテニス） び

情報アラカルト

広島県HiFAユースサッカーリーグ（〜1／24）向
24日㈰ 尾三地区級位審査会（剣道）
び
広島県高等学校サッカー新人大会
び
尾三フェニックスSANBA FC交流大会（サッカー）び
トレセンマッチデーU-16〜12（サッカー） び
ビギナーズ交流練習会（バドミントン） び

6日㈯ 第2回広島県高等学校バドミントン学年別 び
大会第2会場

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 3 年1月

芸術・文化

2020HiFAユースリーグ高円宮杯サッカー び
リーグU13

び

スポーツ

第13回尾道ジュニアバレーボール交歓会
向
広島県HiFAユースサッカーリーグ（〜1／17）向
17日㈰ びんごカップU-14（サッカー）
び
河童杯（2／7）
び
19日㈫ 尾道グラウンドゴルフ新春大会
び
23日㈯ 吉和地区バスケットボール親善大会（1／30）び
令和2年度尾三地区高等学校剣道選手権 び

2月2日㈫ 尾道グラウンドゴルフ如月大会

子育て

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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※行事案内は予定のため、変更・中止されることがあります。

■向島子ども図書館（☎0848 - 44 - 0114）

●特別整理のため休館します。
期間 1月26日㈫〜29日㈮
●ストーリーテリングの世界へようこそ
1月17日㈰-11：00〜11：30
語り手が覚えたおはなしを聞き手に
物語るストーリーテリングと、ヘルマ
ンハープの演奏
「ききみみずきん」ほか
演目 「ひなどりとねこ」
10人
出演 おはなしくらぶ-ほっとけーき
●テーブルシアター パペット・パペット
1月30日㈯-10：30〜11：00
幼児と家族
10人--※要申込。
テーブルの上でくりひろげる、小さな
パペットシアター
出演 おこねっと人形劇部会

健康・福祉

行事案内

●巡回展「続・天保の飢饉 御調は耐え
てしのぶ。
」古文書展
1月23日㈯〜2月14日㈰
半田堅二さん著「続・天保の飢饉- 御
調は耐えてしのぶ。」出版記念展示、
内海家文書を紐解く

●おやこ de ウクレレワークショップ
2月13日㈯-①13：30〜14：00
②14：30〜15：00
瀬戸田市民会館
小学生と保護者--※要申込。
ウクレレの体験会
※ウクレレの貸出あり。
各回 5 組
講師 おのみちウクレレオーケストラ

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

水曜-17：45〜18：45（全8 回）
県立びんご運動公園
小学生
これから色々なスポーツをはじめる前の基礎づくりとして、様々な
スポーツ遊び・運動を通じて運動能力の向上を図ります。
※教室見学可。
25人
5,680円
動きやすい服装、室内運動シューズ
健康スポーツセンター受付で
県立びんご運動公園（ 0848 - 48 - 5446）

大会中止のお知らせ

図書館の催し
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