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ワクチン接種に向け、市の体制を強化
2月1日付で、これから始ま
る新型コロナのワクチン接種
などで医療機関との調整を担
う、部長級の地域医療担当参
事を新設しました。
ワクチン接種に関して、関
連記事を6・7頁に掲載してい
ます。
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※
（ ）
内は前月比。

世帯
64,503世帯 （－57）
人口 男性 64,897人 （－98）
女性 69,083人 （－95）
計

133,980人（－193）

市内の交通事故

今月の納期限

［ 2月25日現在］

3/31㈬

令和 3 年広島県
交通安全年間スローガン
ゆとりある
心と車間の ディスタンス

件 数
負傷者
死 者

国民健康保険料⑨

15件（－11） 介 護 保 険 料 ⑨
22人（－12）
1人 （＋1） 後期高齢者医療保険料⑨
※
（ ）
内は前年比。

今月の表紙
今回の取材で思い出した
のは、子どもの頃に見た、国
道 2号 線で果てしなく続く
渋滞の様子でした。それか
ら30年以上が過ぎ、山陽自
動車道や三原バイパスの開
通で2号線の様子も変わっ
ていきました。4月以降、どの
ような光景を見せてくれるの
でしょうか？
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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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
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0848-73-2701
0848-73-2001
0848-55-9120
0848-47-1155
0848-76-1111

高校生が因島で働く人を取材
因島高校の生徒が、因島
で働く人をインタビューし、
県内 5 高校と連携して、パン
フレット「ひろしまの仕事図
鑑」を制作しました。因島高
校からは4人が参加し、造船
やデザイン事務所、宿泊業な
ど、因島に根差したさまざま
な業種の人に取材を行いま
した。

総合防災マップを配布します
南海トラフ巨大 地震に
よる津波浸水想定区域や
土砂災害警戒区域等を示
した「尾道市総合防災マッ
プ」を更新しました。今月
の広報おのみちの折込で、
居住地の区画ごとに、各戸
にお届けしています。
いざという時のために、
自宅の災害リスクや周辺の危険箇所、避難所や避難経路などを確認
し、災害に備えましょう。
※総合防災マップは市HPにも掲載しているほか、総務課や各支所で
配布しています。
総務課（ 0848 -38 - 9216）

■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HP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３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。

3 月14 日
路
開
道
通！
原
木
一足
通って お 先 に
みま
した！

木原道路とは？

取材協力：国土交通省中国地方整備局

一般国道２号木原道 路は、すでに開通
している三原バイパス（平成24年開通）と
尾道バイパス（昭和56年開通）を結ぶ、尾
道市福地町から三原市糸崎８丁目に至る
延長3.8kmの自動車専用道路です。平成
15年から事業化され、17年の歳月をかけ
大勢の人の力により開通の日を迎えること
になりました。
多くの人の期待を集める木原道 路。急
ピッチで工事の進む、開通1か月前の様子
を取材しました。
（取材日：2月10日）

福山河川国道事務所

撮影にあたり、安全装備の着用の有無は道路管理者の指示に従っています。
新型コロナウイルス感染対策にも配慮しています。

Interview

木原道路の開通は、我々尾道を拠点とする企業にも大きな
利点があると思います。弊社は「牡蠣」を取り扱っている会社
ですが、牡蠣の多くは、瀬戸内海沿岸部から集荷し、出荷に
ついても陸送が主な運送手段です。一部空輸の場合も今後
は広島空港までを有料道路以外で運搬できることから、木原
道路による渋滞の緩和は鮮度の維持と大きなコスト削減につ
ながり、結果、より良質でお求めやすい価格の商品を皆様の
もとへお届けできます。
現在、国際認証取得予定の水産工場を東尾道に建設中（8
月完成予定）で、木原道路開通との相乗効果により、更に日
本中に広島・尾道の名を広めることができると考えています。

インタビュー

Interview

新谷真寿美さん

私たちも期待しています！

インタビュー
クニヒロ株式会社
代表取締役社長

防衛省
自衛隊広島地方協力本部
尾道出張所 主任広報官

西原高志さん

我々自衛隊には「ファストフォース」という、災害派遣時
に１時間以内の出動が可能な部隊があります。しかしいく
ら駐屯地から部隊が早く出発しても、道路の状況いかんに
よっては現場への到着すらままなりません。
中国５県は、安芸郡海田町にある海田市駐屯地第13旅
団のエリアになり、尾道またはより東の地域での有事の際
には国道2 号線を利用することが予想されますが、過去、
台風や豪雨災害時には海岸線の国道 2 号線が数時間全面
通行止めになっています。木原道路の開通により代替路が
確保されることで、我々の救助を待つ皆さんの元へ、いち
早く到着できることになると期待しています。
広報おのみち・令和 3 年 3月
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交通渋滞が緩和されます

災害時の代替路が確保できます

尾道～三原間の国道2号は、
通勤時間帯である朝ピーク時
を中心に、著しい渋滞が発生
しています。
木原道路の開通により、国
道２号から木原道路への交通
の転換が図られ、交通混雑の
緩和が期待されます！

海岸線の国道２号は、
異常気 象 時 特 殊 通 行 規
制区間（波浪・越波）及び
津波浸水想定区域が存在
し、過去には全面通行止
め規制もありました。災害
時における代替路が確保
されることで、道 路の信
頼性が向上します！

至  尾道

至  三原

【開通後】所要時間
約25分

約5分
短縮

尾 道 市

三 原 市

【開通前】所要時間
約30 分

※開通後の木原道路区間は、規制速度60km/hより算出

至  尾道

至  三原

〔近年の通行止め例〕
発生年月日

規制理由

規制内容

H3.9.29

台風19号に伴う高潮
全面通行止め 約１時間半
による越波

H16.9.7

台風18号に伴う高潮
全面通行止め 約１時間半
による越波

H30.7.7

平成30年7月豪雨に
全面通行止め 約11時間半
よる土石流・土砂崩落

交通安全性が向上します

生産性が向上します

並行する国道２号は、
渋滞による追突事故が
多く、死傷 事 故率が 全
国平均を上回る箇所が
存在します。
交通混雑が緩和する
ことにより、交通事故の
減少による安全性の向
上が期待されます！

近隣の事業所では、
国道２号の通勤混雑を
避けるため、到着時間
の前倒しを行うなど非
効率な輸送を行ってい
るところもあります。
木原道路の開通によ
り、輸送効率が上がり、
生産性の向上が期待さ
れます！
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至  尾道

至  三原

規制時間

至  尾道

至  三原

市境から三原方面を望む
（2021年 2 月9日 撮影）

まだまだあるぞ
木原道路
案内してくれたのはこの人
国土交通省中国地方整備局
福山河川国道事務所
建設監督官

田村繁巨さん
お忙しい時期にも
かかわらず、ありがとう
ございました

雨の日、タイヤと路面の間に水の膜ができ、ス
リップ事故の原因となる、ハイドロプレーニン
グ現象が起こりにくい、排水性の良い舗装を敷
設しています。

2本あるトンネルの総延長は約2.2kmと、開通
区間の約6割を占めます。車両火災発生時に確
実に放水できるよう、50mおきに消火設備を
配置しています。

開
待ち 通が
わく 遠しい
わく
。
する
ね！

三原方面最後のトンネルを抜けると、瀬戸内の
絶景が眼前に飛び込んできます。わき見運転に
十分注意しましょう！

お知らせ

ICT（情報通信技術）を活用した建設機械の導
入により、作業スピードや安全性の向上、省力化
を図っています。

木原道路の通行可能時間は開通日
の14時からです。
福地 ICの利用開始は5月下旬の予定です。
広報おのみち・令和 3 年 3月
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接種費用

新型コロナ 無 料
ワクチン接種
のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止
させることを目的として、全国民を対象としたワ
クチン接種が始まります。尾道市でも、国が示
す開始日から、ワクチンの接種が可能となるよう
準備を進めています。
（2月24日時点）

接種が受けられる人は？
医療従事者、重症化リスクの高い人から順に接
接種順位
種を開始し、接種順位に応じて順番に皆さんへワ
❶ 医療従事者
クチンが行きわたるようにします。当面の間、接種
❷ 高齢者（令和3 年度中
対象は16歳以上の人となっています。
に65歳に達する人）
❸ 基礎疾患のある人、高齢者施設等で
尾道市で接種が受けられるのは、原則尾道市の
従事している人
（同意がある人
住民基本台帳に登録のある人です。
❹ 上記以外の人（当面は16歳以上の人）
に限り接種します。強制ではありません。
（努力義務）
）

いつから？
国は、高齢者への接種を4月以降になると見込んでいます。尾道市におい
ての具体的なスケジュールが確定したら、市HPや尾道市コールセンターで
お知らせします。対象者については、スケジュールが決まり次第、接種券と
予約方法や持参物を記載した案内文を順次送付する予定です。

イメージ

接種内容は？
1人 2 回、同じワクチンを一定の間隔を空けて、筋肉注射で接種します。ワクチンの詳細は厚生

労働省HPをご覧ください。

厚生労働省新型コロナワクチンについて

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html

6

広報おのみち・令和 3 年 3月

どこで？
市が設けた会場で行う「集団接種」と、病院などの医療機関で行う「個別接種」の2 種類の方
法があります。

※住民票がある場所での接種が原則ですが、住所地以外での接種を希望する人は、接種券が届いた後に
申請が必要です。申請方法はWeb、郵送、窓口を検討しています。詳細は、決まり次第、速やかに市HP
などでお知らせします。

どうやって？ ワクチン接種までの流れ
接種券が届く

住民基本台帳に登録されている住所
宛に、尾道市から接種券が届きます。
※同封物：集団接種会場の一覧、
予診票（２回分）
。
▲ 接種券イメージ

接種を受ける会場、
市HPで紹介するほか、尾道市コールセンターでもご案内します。
医療機関を探す

予約し、ワクチン
接種を受ける

接種は完全予約制です。予約には、接種券に記載されている「接
種券番号」が必要です。
尾道市専用予約システムからweb予約か、尾道市
集団接種
コールセンターで電話予約。
個別接種

（医療機関）

接種できる医療機関、予約方法は調整中です。

※ 予約方法の詳細は、決まり次第、速やかに市HPなどでお知ら
せします。

その他
■ 詐欺にご注意を

ワクチンの接種は無料です。自治体から、
ワクチン接種の予約などで
金銭を請求することは一切
ありません。詐欺などには
ご注意ください。

お問い
合わせ先

■ 副反応が起きた場合

予防接種によって健康被害が生じ、医療
機関で治療が必要になったり、障害が残った
りした場合、予防接種法に基づく救済が受け
られます。詳細は、厚生労働省HPをご覧く
ださい。

副反応やワクチンについて専門的なことや一般的なことなど
広島県 新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
（ 082 - 513 -2847／24時間対応（土・日・祝日を含む）
）
接種の予約・ワクチンについて一般的なことなど
尾道市 新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
（ 0570 - 001-297／平日8：30〜17：15）

広報おのみち・令和 3 年 3月
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引っ越しなどで暮らしが変わったら各種届け出を
３月と４月は引っ越しをする人が多くなる季節です。住民異動や保険の手続きを
忘れずにしましょう。 ※代理人の場合は委任状が必要な場合あり。

住民異動手続き

市民課、
各支所

こんなとき

本人確認書類
マイナンバーカード（転居のみ）
国民健康保険証
後期高齢者医療保険証
お持ちの人
介護保険証
本人確認書類
国民健康保険証
後期高齢者医療保険証

お持ちの人

３８
９ １ ０２ ）
-

世帯主や構成が
変わったとき

転出証明書（前に住んでいた市町村で発行）
本人確認書類
マイナンバーカード

-

市内で住所が
変わったとき
（転居届）

国民健康保険・国民年金の手続き
保険年金課、
各支所（御調は御調保健福祉センター）
こんなとき

必要なもの

職場の健康 保険の資格喪失証
明書、本人確認書類

職場の健康保険の
被扶養者から外れた

職場の健康保険の被扶養者から
外れた証明書（被扶養者資格喪
失証明書）、本人確認書類

子どもが生まれた

母子健康手帳、本人確認書類

-

他の市町村へ転出する

保険証

３８

就学のため、子どもが
他の市町村へ転出する

保険証、在学証明書、学生証など
マインナンバーカードか通知カード

３８

職場の厚生年金をやめた

職場の健康保険の
資格喪失証明書、年金手帳

職場の健康保険の
被扶養者となった

国保と職場の健康保険の
両方の保険証

住所・世帯・名前の変更 保険証

職場の健康保険の被扶養者から
厚生年金加入の配偶者の
外れた証明書（被扶養者資格
扶養から外れた
喪失証明書）
、年金手帳

広報おのみち・令和 3 年 3月

９１４３）
-

国民年金に加入

持参物
締切
電子メール
ホームページ

国保（その他）

保険証、葬祭執行者の通帳・印
鑑、葬 祭 執行 者を確 認できる
もの（会葬礼状・埋火葬許可証
（控）等）

-

本人確認書類

職場の健康保険に加入した

３月28日、４月４日の日曜 8：30〜17：15
市民課、因島総合支所市民生活課
○住民異動届の受け付け（転入・転出・転居など）
○印鑑登録、住民票・印鑑証明書・戸籍証
明書・身分証明書などの発行
○戸籍届の受け付け（婚姻や出生など）
※後日審査の場合あり。
○パスポートの受け取り ※申請不可。
○マイナンバーカードの受け取り（電子証
明書の更新など）
※住所地に応じた支所で保管しています。移
送が必要ですので、受け取り希望日直前の
水曜17：00までに市民課へご連絡ください。
○所得に関する証明 ※納税と資産に関す
る証明は除く。事前に担当課（収納課
0848 -38 -9172、因島瀬戸田市民税係
0845 -26 - 6227）へご確認ください。
※一部取り扱いができないものもありますの
で、不明な点は事前にお問い合わせください。
※住所変更にともなう年金・国保等の手続き
は、後日担当課で行ってください。
市民課（ 0848 -38 -9102）
因島総合支所市民生活課（ 0845 -26 - 6208）

多量の引っ越しごみは
ごみステーションに出せません

保険年金課

国保を脱退

保険証をなくした

９１４２）
（ 国 民 年 金 ☎ ０８４８
-

職場の健康保険をやめた

国保の加入者が死亡
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問い合わせ先

（ 国 保 ☎ ０８４８

他の市町村から転入した 本人確認書類

国保に加入

■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

他の市町村へ
転出するとき
（転出届）

問い合わせ先

市 民 課（ ☎ ０８４８

他の市町村から
転入したとき
（転入届）

必要なもの

日曜にも転入・転出などの
手続きができます

分別して直接施設へ持ち込むか、収集運搬
許可業者に依頼してください。
■転入や転居した人へ
市内でも地域によって収集日や分別が異なり
ます。ごみ分別ガイドブック等でご確認ください。
■マンション・アパートなどを管 理する人へ
収集日とごみ分別のルールを入居者に周知
してください。収集日の日程表等をお渡しし
ますので、ご連絡ください。
【尾道・御調・向島地区】
尾道市クリーンセンター（ 0848 - 48 -2900）
清掃事務所【収集】
・衛生施設センター【持込】
【因島地区（原・洲江含む）】
南部清掃事務所（ 0845 -24 - 0432）
【瀬戸田地区】南部清掃事務所瀬戸田分所
（ 0845 -27- 0454）

土曜に水道の使用開始・使用中止の電話受付を行います
3月20日・27日の土曜 8：30〜17：15
上下水道局庶務課（ 0848 -37-9300）

新型コロナ 支援情報
保険料の減免申請は３月31日までです

売り上げが減少した飲食店を応援

「頑張る飲食店応援金」

広島県内の飲食店など
※売り上げが前年同月比で30％以上減少しているな
どの要件あり。詳しくは専用HPで。
支援額 1店舗あたり30万円
3月19日㈮までに、必要書類を郵送か、
専用HPから電子申請
▲ 専用HP
頑張る飲食店応援事務局
（

082 -248 - 6850／平日9：30〜17：00）

労働者の雇用維持を図る事業者の皆さんへ

「事業者向け補助金等申請サポート補助金」
申請期間を延長します。

※１事業者につき、それぞれ１回限りの交付です。
商工課（ 0848 -38 -9183）

〇リスク管理と公平・公正の確保
〇協働のまちづくりの推進
〇行政情報や魅力の発信
第７次尾道市行財政改革大綱、実
施計画については、市HPでご覧いた
だけます。
職員課（ 0848 -38 -9461）

本庁 市民課、因島総合支 所市民
生活課

広報おのみち・令和 3 年 3月
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談

金曜は午後７時まで市民課
関係窓口を時間延長します

各種証明書（戸籍・住民票・印鑑
証明・所得証明）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）

相

厳しい財政状況の中、多様な行政
課題に対応し、未来に向けたまちづく
りを進めるため、次の７つの改革の方
策を掲げ、取組を推進します。
【期間】令和2〜6 年度まで
〇歳入・歳出の改革
〇公共施設マネジメントの推進
〇効果的な行政運営プロセスと組織
力の向上
〇ICT先端技術の活用

市からのお知らせ

情報アラカルト

第7次尾道市行財政改革大
綱実施計画を策定しました

芸術・文化

くらしの窓

３月31日㈬ 必着
減免申請書類に記入し、郵送（様式は市HPからダウン
ロードするか電話で郵送の依頼をしてください。）
詳しくは、広報おのみち令和２年７、10月号をご覧くださ
い。
市民税課（ 0848 -38 -9145）

スポーツ

納税者（家族を含む）が感染した場合のほか、感染
症の影響を受け納税が困難な場合は、猶予制度を利
用できる場合があります。
※詳しくは、お問い合わせいただくか、市HPをご覧く
ださい。
収納課（ 0848 -38 -9210）

※非自発的失業者に該当する場合の国民健康保険料。
※コロナウイルスの影響でない転職や退職による収入の
減少。
※主たる生計維持者の減少する事業等の令和元（平成
31）年分の所得が0円の場合。

子育て

納税が困難な人へ

次の場合は減免できません。
健康・福祉

・雇用調整助成金等の書類作成等を社会保険労務
士に委託した際の委託費用
上限額：10万円（補助率10/10）
・国、県、尾道市の事業者向け補助金申請の書類
作成等を行政書士に委託した際の委託費用
上限額：25,000円（補助率1/2）

主たる生計維持者が次の①か②の要件を満たす場合
①死亡、又は重篤な疾病を負った場合
②収入の減少（次のアからウすべてに該当すること）
ア．令和２年の事業収入等（事業収入・不動産収入・山
林収入・給与収入）のいずれかの減少額（保険金、
損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額）
が令和元（平成31）年の当該事業収入等の額の10分
の３以上の場合
イ．減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以
外の令和元（平成31）年の所得の合計額が400万円
以下であること。
ウ．国民健康保険料や後期高齢者医療保険料の減免
は、令和元（平成31）年の合計所得金額が1000万円
以下であること。

くらしの窓

休業手当等の一部を助成する「雇用調整助成金」
等の特例期間延長や新たな事業者向け補助金制度の
新設に伴い、申請期間を3月31日㈬まで延長します。

感染症の影響を受けた世帯（被保険者）の国民健康保険
料・介護保険料・後期高齢者医療保険料を一部減免か免
除します。締切を過ぎると申請ができません。

毎年１回受けましょう

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。

環境政策課
（☎0848 -38 - 9434）

生後91日以上の犬は、狂犬病予防法により、市への登録（生涯１度）
と
毎年１回の狂犬病予防注射が義務付けられています。※室内・室外問わず。

▼ 集合注射

登録済の犬 3,100円〜（注射代2,550円〜+注射済票550円）
未登録の犬 6,100円〜（注射代2,550円〜+注射済票550円+登録料3,000円）

■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

3月上旬に届く案内はがきを持参し、次の会場か動物病院で注射を受けてください。
※犬が「体調がすぐれない・現在病気療養中である・アレルギー体質である」などの場合は、かかりつけの病院で診察
を受け、獣医師の指示に従ってください。
※制御できる人が連れてきてください。咬む犬は口輪等を装着してください。

狂犬病予防集合注射日程（令和３年度）
日程

時

間

会

場

日程

時

間

会

場

日程

時

間

会

場

9 ：00〜 9 ：30

向島支所

9 ：20〜 9 ：30

浦崎支所

9 ：40〜 9 ：50

旧JA垂水支所

9 ：50〜10：00

宇立公民館

9 ：45〜 9 ：50

浦島漁協

10：10〜10：15

旧JA高根支所

有道ふれあいセンター 4／16 10：35〜10：55
㈮ 11：15〜11：25
岩子島農業構造改善センター

4／22
ハローズ東尾道店北駐車場
10：30〜10：50
㈭
東部公民館
11：05〜11：25

津部田コミュニティセンター

11：45〜11：55

大田ふれあい館

11：35〜11：45

旧JA名荷支所

11：40〜11：45

いきいきサロン立花

12：15〜12：20

山波公民館

9 ：20〜 9 ：40

旧JAせとだ南出張所

12：05〜12：15

江奥コミュニティセンター

9 ：15〜 9 ：20

公民館久山田分館

9 ：30〜 9 ：40

今津野公民館

9 ：40〜 9 ：50

平原台コミュニティーセンター

9 ：55〜10：10

河内公民館

10：15〜10：25
4／13
10：45〜10：50
㈫
11：10〜11：20

10：20〜10：35
4／14
10：55〜11：00
㈬
11：20〜11：25

旧JA林支所

東生口公民館
中庄公民館

4／20 10：10〜10：25
㈫ 10：50〜11：00

吉和公民館
日比崎公民館

12：00〜12：15

三庄公民館

綾目公民館

11：25〜11：30

長江公民館

9 ：20〜 9 ：30

因島市民会館下駐車場

大和公民館

11：55〜12：00

いきいきサロン新高山

9 ：45〜 9 ：55

竹長区民会館

上川辺公民館

9 ：00〜 9 ：10

福田ふれあい館

みつぎいこい会館

11：50〜12：00

10：00〜10：15
4／23
10：45〜11：05
㈮
11：35〜11：45

瀬戸田市民会館

4／27 10：25〜10：45
㈫ 11：05〜11：15

三庄九区会館

重井公民館

12：15〜12：20

菅野公民館

9 ：40〜 9 ：45

いきいきサロン小原

9 ：10〜 9 ：25

旧彦ノ上保育所

10：05〜10：15

公民館原田分館

11：35〜11：40

鏡浦町民会館

9 ：50〜10：00

大町公民館

4／21 10：35〜10：45
㈬ 11：05〜11：10

公民館木ノ庄東分館

11：55〜12：00

いきいきサロン椋浦

新開公民館（向東町）

11：25〜11：30

いきいきサロン木頃

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

10：15〜10：25
4／15
10：50〜11：05
㈭
12：30〜12：35

古江浜公民館

外浦町集会所

旧JA木ノ庄西出張所

予防注射と注射済票交付が受けられる市内の動物病院
（登録料3,000円）
案内はがきを持参してください。 ※併せて犬の登録もできます。

持参物
締切
電子メール
ホームページ

吉岡獣医科医院
（栗原町
むらかみ動物病院
（栗原町
吉本獣医科医院
（久保二丁目
村井獣医科医院
（吉浦町
くまさん動物病院
（栗原町
おおはま獣医科医院
（因島大浜町
しまなみ動物医療ステーション （因島中庄町
かとうペットクリニック （美ノ郷町三成
ミオアニマルクリニック （新浜一丁目
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☎ 0848- 25- 4068）
☎0848- 23- 5788）
☎0848- 37- 1236）
☎0848- 22- 6626）
☎0848- 24- 0037）
☎0845- 24- 3210）
☎0845- 26- 2228）
☎0848- 36- 6921）
☎080- 3057- 2211）

おのみちしぐさ「ペット マナー編」から

〜ごみの水分は
よく切って
出してください〜

【尾 道・御 調・向 島 地 区】
【因島地区（原・洲江含む）】
【 瀬 戸 田 地 区】

３月の「休日」のごみ持込受付（対象は家庭ごみ）
27日㈯

御調清掃センター

8：30〜11：00

尾道市クリーンセンター
28日㈰

南部清掃事務所

8：30〜12：00

瀬戸田名荷埋立処分地

不法投棄は犯罪です！
空き地、山林、川など人目につきにくい場所への
不法投棄が後を絶たず、環境の悪化・公衆衛生の
阻害は大きな問題となっています。道路沿いに空き
缶やタバコの吸殻をポイ捨てすることや、資材置き
場に廃棄物を放置することも不法投棄です。
不法投棄は景観を損なうだけでなく、有害物質が
環境汚染につながる悪質な犯罪です。違反した場合
は、5年以下の懲役
若しくは1,000万円
以下の罰金（法人
には3 億円以下の
罰金）又はその両
方の罰則が科せら
れます。
不法投棄を見かけたら、尾道警察署（ 0848 22- 0110）へ通報してください。

くらしの窓

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。

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）

健康・福祉

不法投棄をさせない環境を
つくりましょう！

スポーツ
芸術・文化
情報アラカルト

環境資源リサイクルセンター

子育て

清潔に管理されていない土地は不法投棄されやす
くなります。不法投棄された場合、土地の所有者や
管理者は自らの責任で不法投棄された物を適正に
処理しなければなりません。
こまめに草刈りをし、あるいは柵を設けて勝手に
立ち入られないようにするなど、不法投棄をさせな
い環境づくりに努めましょう。
なお、道路や河川などへの不法投棄が絶えず対
応に苦慮されている地域がありましたら、不法投棄
対策品（看板、赤い鳥居、ネット、トラロープ）の支
給や監視カメラの貸し出し制度がありますので、清
掃事務所や南部清掃事務所へご相談ください。

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

４月の出張販売

★休館日が変わります

4月から、従来の月曜・祝日に加え、木曜も休館になります。 ４／ ３ ㈯ 10：00〜14：00 市民センターむかいしま

４／２㈮
13：30〜15：00

ダンボール箱で生ごみを堆肥にしよう

300円＋実費

600円

2人

1人

修理用自転車など

ダンボール箱2個

https：//www.facebook.com/onomichi.recycle

４／ ９ ㈮ 10：00〜14：00 道の駅クロスロードみつぎ
４／1４ ㈬ 10：30〜14：00 瀬戸田市民会館前駐車場

談

自転車かんたん修理教室

相

３／21㈰
13：30〜

｢制服まつり｣
期間：3／23㈫〜3／28㈰
※このイベントの趣旨により、販売については実際に使用する学生本人
か保護者に限らせていただきます。
※まだ使える学生服、体操服、学用品がありましたら、寄付をお願いします。

広報おのみち・令和 3 年 3月
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固定資産税縦覧帳簿の
縦覧等

■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

■固定資産税縦覧帳簿の縦覧
納税者が市内に所有する土地・家
屋の価格と他の土地・家屋の価格と
を比較し、評価が適正かどうか確認
できます。
４月１日㈭ 〜5月31日㈪ ８：30〜
17：15 ※土・日・祝日を除く。
資産税課、因島瀬戸田資産税係
固定資産税の納税者、その代理人
■固定資産税課税台帳の閲覧
本人の所有する資産は、課 税台帳
（名寄帳）の閲覧により確認できます。
※縦覧期間中は無料。
資産税課、因島瀬戸田資産税係、
各支所、向東連絡所
固定資産税の納税義務者、
その代理人
【共通事項】
公的な本人確認書類、法人の場合は法
人代表者印、代理人の場合は委任状
固定資産税・都市計画税の納税通知
書・課税明細書は５月中旬に発送予定、
第１期の納期限は5月3１日㈪です。

資産税課（ 0848 -38 - 9162・
0848 -38 - 9164）
因島瀬戸田資産税係
（ 0845 -26 - 6228）

軽自動車等の廃車手続きはお早めに
軽自動車税（種別割）は、その年の４月１日現在の所有者に課されます。４月２日
以降に廃車や名義変更の手続きをしても、その年度の税額を納める必要があり
ます。すでに車を持っていない人は早めに手続きをしてください。
車

種

原動機付自転車（125ccまで）
小型特殊自動車
軽自動車（四輪・三輪）

手続き・問い合わせ先

市民税課（ 0848 - 38 - 9213）

※本庁・各支所で手続き可。
※廃車手続きは、印鑑を持参し、標識と標識交付
証明書を返納してください。

軽自動車検査協会広島主管事務所福山支所
（ 050 - 3816 - 3081）

軽二輪（125ccを超え250ccまで）

広島運輸支局福山自動車検査登録事務所
050 - 5540 -2069）
（
二輪の小型自動車（250ccを超えるもの）

身体障害者等に対する軽自動車税（種別割）の減免
各種障害者手帳の交付を受けている人で、等級など一定の要件に該当する場合には、
軽自動車等（１人につき普通車含め１台限り）の税金が免除されます。また、 構造が身体障
害者等に利用するための軽自動車（自動車検査証で確認できるもの）も対象になります。
■初めて申請する人

４月１日㈭〜５月31日㈪
市民税課、因島瀬戸田市民税係
納税義務者のマイナンバーカード（または通知カードと本人確認書類）、身体
障害者手帳等の原本、自動車検査証、運転者の運転免許証

※家族が所有している車両で、障害者本人の通院・通所等に使用するものも対象となる場合があります。
■すでに減免の適用を受けている人

３月上旬に送付した現況報告書を、3月25日㈭までに提出してください。
市民税課（ 0848 -38 -9213）
  因島瀬戸田市民税係（ 0845 -26 - 6227）

健康・福祉
健康相談など

持参物
締切
電子メール
ホームページ

健診結果説明、健康相談
（保健師）、
栄養相談（栄養士）ほか
■総合福祉センター
※骨密度、物忘れチェックはなし。
3月19日㈮ 9：30〜11：00
※前日までに要予約。
健康推進課
（ 0848 -24 -1962）
■瀬戸田福祉保健センター
※体組成測定はなし。
3月24日㈬ 13：30〜14：30
因島総合支所健康推進課
（ 0845 -22-0123）

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（治療中の人を除く）
■総合福祉センター
3月25日㈭ 13：30〜16：30
担当 臨床心理士、心理士
健康推進課（ 0848-24-1962）
●こころの相談
（前日まで要申込／ 2人）
3月24日㈬ 13：30〜15：30
御調保健福祉センター
心の悩みのある人かその家族
担当 公認心理師、保健師
御調保健福祉センター
（ 0848 -76 -2235）

こころの相談

もの忘れ何でも相談

成人健康相談

●こころの健康・ひきこもり相談
（前日までに申込／ 2人）
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広報おのみち・令和 3 年 3月

■御調保健福祉センター
※要申込、個別相談。

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
3月18日㈭ 13：30〜15：00
北部地域包括支援センター
（ 0848-76-2495）

東部保健所での相談（要申込）

●アレルギー疾患相談
３月16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）
３月17日㈬ 13：30〜15：30
広島県東部建設事務所三原支所
広島県東部保健所保健課
（ 0848 -25 -2011）

尾道市歩け歩け会会員募集・
諸行事を中止します
令和３年度尾道市歩け歩け会の会
員募集と諸行事は、新型コロナウイル
ス感染症の拡大を防止する観点から
中止します。
令和４年度以降に参加いただける
よう、ご自宅等で体力づくりを続けて
いきましょう。
尾道市歩け歩け会
（大本 090 - 4572- 0216）

昭和37〜54年生まれの男性へ

風しん抗体検査・予防接種を受けてください
風しんの流行を防ぐため、対象の人へ、平成31年４月・令和２年３月に、無料
で抗体検査・予防接種が受けられるクーポン券を送っています。
〔有効期限 2020年3月〕と印字されているクーポン券（無料）は、そのまま令和
4 年2 月まで利用できます。期限までに、抗体検査・予防接種を受けてください。
尾道市に住民票のある、昭和37年４月２日〜昭和54年４月１日の間に
生まれた男性
※転入者、紛失した人には、クーポンを再発行します。
詳しくはお問い合わせください。
検査・接種場所 委託医療機関  ※詳しくは市HPをご覧ください。
クーポン券、保険証などの身分証明書類

検査・接種の流れ

①クーポン券を持参し、健康診断・医療機関で抗体検査を行う
②医療機関から検査結果を受け取る
③検 査で陰性（免疫抗体なし）の場合、クーポン券を利用して医療機関で予防
接種を受ける
くらしの窓

健康推進課（ 0848 -24 -1961）

3／27㈯

12：15〜16：00

所

尾道市役所

9：30〜12：00 ええじゃん尾道
尾道店
13：00〜16：00
9：00〜11：00
12：15〜16：00

ベイタウン尾道

40歳以上の尾道市国保の加入者
助成券申込期間 ４月下旬〜12月28日㈫  ※申込期限を延長。
人間ドック受診期間 5月1日㈯ 〜令和4 年3月31日㈭
※助成の要件、申請方法などは、広報おのみち４月号でお知らせ予定です。
対象実施機関（＊印は、脳MRI検査のできる機関）
○松本病院
○公立みつぎ総合病院＊
○中国労働衛生協会
○村上記念病院＊
＊
○尾道市立市民病院
○因島医師会病院＊
＊
○JA尾道総合病院
○因島総合病院＊
※医療機関への予約開始日は医療機関によって異なります。

談

※骨髄バンクドナー登録会も開催。
0120 -150 - 554
（平日8：30〜17：30）
https://www.kenketsu.jp/Login
※献血前日の17：00まで予約可能。
（要会員登録）

国保の人間ドック助成（令和3年度）

相

4／ 2㈮

10：00〜11：15

場

情報アラカルト

3／24㈬

時

芸術・文化

日

尾道市献血推進協議会

（☎0848 -24 -1177）

スポーツ

献血

発達障害は、
「生まれつきの特性で病気とは異なる」と言われています。
就職してから、仕事が臨機応変にこなせずに悩んだり、人間関係に悩み「自
分は発達障害ではないか？」と思ったことはありませんか。
家族など周囲の人がその人を正しく理解し、良い所を認め、苦手な所を
サポートすることで、持っている本来の力が活かされるようになるとも言われ
ています。
４月２日は「世界自閉症啓発デー」
、４月２〜８日は「発達障害啓発週間」
です。日常生活で困っているなど、気になることがある人は、相談窓口をご利
用ください。
社会福祉課（ 0848 -38 - 9124）
因島福祉課（ 0845 -26 - 6210）
障害者サポートセンターはな・はな（ 0848 -29- 5002）
はな・はな因島・瀬戸田センター（ 0845 -24 -3632）

子育て

４月１日から、因島総合福祉保健セ
ンター（はっさく交流館）
１階に事務室
が移転することに伴い、電話番号と
FAX番号が次のとおり変わります。
新住所 因島田熊町1315 -1
新電話番号
0845 -23 -7020
新FAX番号
0845 -23 -7030
社会福祉課
（ 0848 -38 - 9124）
因島福祉課
（ 0845 -26 - 6209）

健康・福祉

「障害者サポートセンター
「発達障害かも」と悩んでいる人へ
はな・はな」因島・瀬戸田セ
おとなの発達障害の相談窓口
ンターが移転します

後期高齢者医療の人間ドック助成を廃止します
国などの助成制度縮小により、令和3 年度から助成は廃止となります。
保険年金課（ 0848 -38 - 9142）
広報おのみち・令和 3 年 3月
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新型コロナに関する心身の不調を

92 感じていませんか？

新型コロナは、私たちに多くの不安や影響を与えています。この様なストレス状態が長く続くと、
次のような心・身体に様々な変化があらわれることがあります。チェックしてみてください。

心の変化

■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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■ 不安や緊張が強い
■ イライラする、怒りっぽい
■ 涙もろく、気分の浮き沈みが激しい
■ 悲観的、自分を責める
■ 孤独を感じる
■ 誰とも話す気にならない
■ 考えがまとまらない

■ 疲れやすい
■ 食欲がない、または食べ過ぎる
身体の変化
■ 眠れない
■ 悪夢や同じ夢を繰り返しみる

行動の変化

■ お酒を飲む量や、タバコを吸う
回数が増えた

■ 人と連絡を取らないようにしている

これらの状態は、強いストレスや長時間続けてストレスを受けたときに、多くの人に起こる正常な反応です。
※各項目に複数チェックがあり、こうした状態が２週間以上続き、日常生活に支障が出ている場合、うつ病の可能性
がありますので、専門機関や病院に相談してください。
自覚症状として分かりやすいのは睡眠障害です。眠れない時はチェックしてみてください。

新型コロナで自粛生活が続く中、
こうした不安やストレスを
上手く乗り越えるポイント

①食事・睡眠・運動など生活リズムを保つ
②電話、メールなどを使ってコミュニケーションを取る
③不確かな情報に惑わされないようにする

健康推進課（ 0848 -24 -1962）

最新鋭の技術で検査の質を向上
22 新しいCT装置を導入しました
令和2年10月に最新鋭CT装置を導入しました。以前の装置と比較
して、広範囲を短時間・高い分解能で撮影ができるため、撮影時間の
短縮や、心臓や微細な血管をより鮮明に撮影することができるように
なりました。
また、最新のAI（人工知能）が搭載されており、低線量で撮影した
劣化画像を即座に高画質に変えることができるため、今まで発見しに
くかったものが見えやすくなり、また被ばく量が格段に低減されます。
【特徴・新しい機能】
◆ 16cmの範囲（心臓や脳全体）をわずか0.275秒で撮影が可能。
（図１）
◆ 心臓のような動く臓器でも超高速に撮影できるため画像のブレが
生じづらい。
◆ AIを使用し、腎臓に負担を与える造影剤量を低減できる。
◆ 今までのCT装置にある形態診断に加え臓器全体の機能診断が
可能。
◆ 体内に金属（人工関節・義歯等）がある場合、金属周囲の画像は見
えづらく診断できなかったが新しい画像技術の搭載で金属周囲の
画質が飛躍的に向上し診断可能になりました。
（図２）
◆ 最新のAI技術により、低線量で撮影した劣化画像を、即座に高画
質に変えることができるため被ばく量を大幅に削減できます。
（図３）
尾道市立市民病院（
広報おのみち・令和 3 年 3月

0848- 47-1155 ㈹）

従来のCT装置

導入したCT装置

１回転あたりの撮影範囲が拡大

黒ツブレが改善され大腸が見えるようになっている

従来比 最大約80％低被ばく

図１

図２

図３

子育て
新１年生の保護者の皆さん
お子さんと一緒に通学路を歩いてみましょう
春は新１年生が小学校へ入学する季節です。自信を持って、安全に通学路を歩けるようになるためにも、早い時
期から練習を繰り返すことが大切です。
入学するとこれまでと違い、子どもたちだけで通学することになります。保護者の皆さんは、入学前に「なぜ
危ないか」「どんなことに注意するか」など交通ルールやマナー、危険回避の方法、防犯対策を理解できるよ
う説明し、
「自分の身は自分で守る」という意識が高まるようなアドバイスを心がけましょう。

学路を実際に歩く

くらしの窓

「危ないところ、注意すること」を子どもの目線で確かめましょう。
・高い塀など見通しの悪い道
・信号機のない横断歩道や交差点
・歩道の区別がない道路
・車や自転車がスピードを出して走るせまい道 など

通ルールやマナーを正しく教える

・横断する前に必ず立ち止まる
・信号は必ず守る
・信号機が青でも周りをよく見て、手をあげて渡る
・歩きながら本を読んだり遊んだりしない ・電車やバスの中で騒がない など

健康・福祉

護者が子どものお手本に

子どもは大人を見て育ちます。
大人も交通ルールを再確認し、交通ルールを守りましょう。
総務課（☎0848 -38 - 9216）

乳幼児健診
場

所

総合福祉センター

日

程

健診名

3月17日㈬・18日㈭

行事名

場

所

日

程

受付時間

因島総合福祉
保健センター

4月 9 日㈮

13：10〜13：20
（14：10まで）

3月23日㈫
30日㈫
4月 6 日㈫
13日㈫

13：30〜
14：30〜

3月28日㈰

9 ：00〜12：00

母子健康手帳
総合福祉センター
の交付（要予約）

備

考

概ね１歳までの児

身体計測、
育児・栄養相談、ふれあい
遊び、助産師による母乳相談
母子健康手帳、バスタオル、フェイス
タオル（母乳相談希望者のみ）

乳児の家族
８人

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

市内在住の妊婦か、出産後
概ね１年６カ月までの人
2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

母子健康手帳交付対象者
3／26㈮

妊娠届出書、本人確認できるもの

広報おのみち・令和 3 年 3月

談

離乳食講習会
（要予約）

象

相

9：45〜10：30

対

情報アラカルト

4月 8 日㈭

※電話相談へ変更の
可能性あり

程

※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HPをご覧くだ
さい。

いんのしま
子育て支援センター

総合福祉センター

日

4月14日㈬・15日㈭

3歳児健診
因島総合福祉保健センター 3月18日㈭
（3歳5カ月になる児）
瀬戸田福祉保健センター 4月16日㈮

乳児健康相談
（要予約）

母乳相談
（要予約）

所

芸術・文化

相談・講習会

場

総合福祉センター

4カ月児健診
御調保健福祉センター 4月 8 日㈭
（4カ月になる児）
瀬戸田福祉保健センター 4月16日㈮

4月 7 日㈬・8 日㈭
1歳6カ月児健診 総合福祉センター
（1歳7カ月になる児） 瀬戸田福祉保健センター 4月16日㈮

0848-24-1960
0848 -24 -1966）
0845-22-0123）
0848-76-2235）

スポーツ

健診名

健康推進課
（
因島総合支所健康推進課（
御調保健福祉センター （

子育て

【尾道地域（向島を含む）】
【 因 島・瀬 戸 田 地 域 】
【 御
調
地
域 】
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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
4月7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

てくてくクラブ
身体を使った運動あそび
4月13日
（火）
10：00〜11：30

概ね1歳半〜3歳の子と保護者
10組
4／6（火）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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子育て支援センター
「はっぴぃ」

栄養相談
栄養士さんにきいてみよう
4月20日
（火）
10：00〜11：30

のびのびKIDS＆子育て相談
4月15日
（木）
10：00〜11：00

みかんちゃんとリトミック
4月21日
（水）
10：00〜11：00

産後ママのヨガストレッチ
4月22日
（木）
10：00〜11：00

作って遊ぼう！こいのぼり
4月27日
（火）
①9：00〜 ②10：30〜

おうちにいてもつながろう！

『キッズ Ｗeb☆尾 道 』

ビデオ通 話アプリを使った、オン
ラインでの子育て相談

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

親子でこいのぼりを
作ってみよう
4月19日
（月）
・20日
（火）
・
23日（金）
10：00〜11：00
未就学児と保護者
各回3組程度
3／17
（水）〜

向島

子育て支援センター
「はぐ」

お花見散歩
4月5日
（月）
10：30〜11：30
※予備日6日
（火）

未就学児と保護者
6組程度
東生口公民館グラウンドへ散歩
3／17
（水）〜

心理士さんの子育て相談
4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）
3／17
（水）〜

春の養生ヨガ
食事の話とストレッチ
4月2日
（金）①9：30〜10：30
②10：40〜11：40

旧向東支所内
未就学児の保護者
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） 講師 高原香枝子さん
各5人
3／19（金）〜
☎0848 - 45 -1305

アートワーク
こいのぼりをつくろう
4月17日
（土）
10：30〜11：45
未就学児と保護者、妊婦
5組
4／2
（金）〜

1歳の子と保護者
10組
3／30（火）13：30〜

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）

就学前の子と保護者（毎月実施）
食事（離乳食・授乳含む）の相
談、情報交換

生口島

子育て支援センター

すくすくKIDS＆子育て相談
4月13日
（火）
10：00〜11：00

概ね2〜6カ月の子と保護者
10組
講師 沖村暁美さん
3／31
（水）13：30〜

はいはいクラブ
親子でできるふれあいあそび
4月22日
（木）
10：00〜11：30
概ね7カ月〜1歳半の子と
保護者
10組
4／15（木）13：30〜

いんのしま

始めてみよう！
初めてのオンライン HOW TO 講座
4月27日
（火）①9：30〜10：30
②10：40〜11：40

未就学児の保護者、妊婦
講師 平野晃大さん（元プログラム講師）
各回5組
4／13（火）〜

☎0845 -22-1545

2〜3歳の子と保護者
10組
4／1
（木）〜

ハイハイ期までの子と保護者
10組
講師 嶋田萌菜さん
4／8（木）〜

東尾道

子育て支援センター

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）

☎0848 - 47- 5585

未就園児と保護者
10組
講師 村上清美さん
4／7
（水）〜

未就園児と保護者
各5組
4／13（火）〜

離乳食
野菜をおいしく！離乳食レシピ
4月2日
（金）
10：30〜11：30
1歳未満の子と保護者
5組
講師 石井友梨さん
3／26（金）13：30〜

親子でストレッチ
体をリフレッシュしながら親子でふれあおう
4月15日
（木）
10：30〜11：15

ベビーヨガ
赤ちゃんの体の事を知ろう
4月20日
（火）
10：30〜11：30

みつぎ

お母さんのヨーガなひととき
4月13日
（火）①9：30〜10：15
②10：45〜11：30

1歳〜未就学児までと保護者
講師 岡本光枝さん、大木なつよ
さん
5組
4／8（木）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
4月21日
（水）
14：00〜15：00
10カ月までの乳児と保護者
5組程度
4／ 5（月）〜

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
5組
4／13（火）13：30〜

未就学児の保護者
講師 上田睦実さん（ヨーガイ
ンストラクター）
各5人程度
3／29（月）〜

ベビーヨーガ
4月23日
（金）①9：30〜10：30
②10：45〜11：45
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組程度
4／5（月）〜

児童扶養手当と障害年金の併給が見直されます
令和 3 年 3月分から児童扶養手当の額と障害年金の
子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給
することができるようになります。
※障害基礎年金以外の公的年金を受給している人（遺
族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償などの公的年
金などや障害厚生年金のみを受給している人）は、こ
れまでと変わりません。
手続き すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受
けている人は、原則申請は不要です。それ以外の人は、

広報おのみち・令和 3 年 3月

児童扶養手当の認定請求申請が必要です。
また、これまで障害年金を受給していたため、児童
扶養手当を申請していなかった人のうち、令和3 年3月
1日に児童扶養手当の支給要件を満たしている場合は、
令和 3 年 6月30日までに申請すれば令和 3 年 3月分の
手当から受給できます。
子育て支援課か各支所（浦崎・百島支所を除く）
子育て支援課（ 0848 -38 - 9205）

スポーツ
生口市民スポーツ広場
体育館がオープンします

バドミントン教室
受講生募集

※行事案内は予定のため、変更・中止されることがあります。

第24回びんごミズノカップ中学生ソフトテニス び
研修大会団体戦（1日目）
（3／27・2日目）
向
向
び

高円宮杯U-15プログレスリーグ2021（サッカー）び
（4／4・11）

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
（

び
尾道市シングルステニス大会（4／11・2日目）び
びんご地区社会人サッカーリーグ（4／11）び
尾道ラグビースクール開校式
向
6日㈫ 尾道市グラウンドゴルフ花見大会
び
8日㈭ でんゆうグラウンドゴルフ東部地区第44回大会 び
10日㈯ 中国地区春期選抜大会（バドミントン）
び
2021JリーグU-14サザンクロスA（サッカー）び
高円宮杯U15サッカーリーグ2021HiFA び
ユースリーグ
第13回トークス杯中学ソフトテニス研修大会 び
2020年度日本リトルシニア関西連盟中国 び
支部春季大会決勝戦（野球）
広島県スポーツ少年団軟式野球交流大会 向
び
広島県三原地区審判講習会（剣道）
び
尾道FC.B3PSJY交流大会（サッカー） び
第26回尾道野球連盟旗大会（軟式野球） び
尾道市体育協会会長杯グラウンド・ゴルフ大会 向

11日㈰ アイソトープ卓球大会

0848 - 48 - 5446）
http://bingo-sportspark.com/
0848 - 48 - 5677）
御体；御調体育センター
0848 - 44 - 6700）
（
御ソ；御調ソフトボール球場（
0845 - 24 - 3216）

談

（

4日㈰ ダンス交流会

相

び；県立びんご運動公園

第6回びんごスプリングカップ中学生ソフト び
テニス研修大会団体戦

情報アラカルト

29日㈪

広島県HiFAユースサッカーリーグ（4／4・11） 向
尾道ジュニアバレーボール卒業記念大会 向
第39回Nワン杯ソフトテニス大会
向
でんゆうGG東部地区グラウンドゴルフ月例大会 び
第87回尾道グラウンドゴルフ交歓大会
び
岡山・兵庫・広島対抗戦（テニス）
び
尾三地区中学生バスケットボール交歓会（〜3／28）び
おのみちバスCUP（サッカー）
（〜3／28）び
高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会（3／28、4／3）向
第16回尾道ジュニアバレーボール交歓会 向
中国ジュニアスプリング大会（テニス）
（〜3／31）び

おしひめカップ（サッカー）
び
第43回西日本軟式野球大会1部県決勝大会（〜4／4）び

芸術・文化

第10回びんごテニスまつり&センターコー び
ト体験

び

3日㈯ 全日本社会人予選・全日本選手権マスターズ び
の部県予選（卓球）

スポーツ

第44回尾道地区少年剣道大会
うずしお旗争奪少年野球大会
21日㈰ 第8回メモリアルカップバレーボール大会

4月1日㈭ 春休みこども短期テニス教室（〜4／2）

子育て

3月18日㈭ 春季グラウンドゴルフ友の会
び
第3回向島運動公園グラウンド・ゴルフ交歓大会 向
20日㈷ 頑張ろう広島大会（卓球）
び
尾三フェニックスSANBA FC交流大会（サッカー）び

22日㈪
23日㈫
25日㈭
27日㈯

健康・福祉

行事案内

くらしの窓

①ジュニアの部（対象：小学生）
4月3日から毎週土曜 18：00〜19：00
② 経験者の部
4月3日から毎週土曜 19：00〜21：00
③シニアの部（40歳以上）
4月5日から毎週月曜 10：00〜12：00
4月8日から毎週木曜 10：00〜12：00
①・②長者原スポーツセンター
③県立びんご運動公園
【共通事項】
１カ月3,000円
尾道市バドミントン協会事務局
（中村 090 -7975 - 6093）

4 月1日㈭、生口市
民スポーツ広場に新し
い体育館がオープンし
ます。床材はクッション
性に優れ、バレーボー
ル、バスケットボール、
バドミントン、フットサ
ル、卓球などがプレー
できます。
使用時間 8：00〜22：00
瀬戸田公民館（ 0845 -27-1878）
因島瀬戸田地域教育課（ 0845 -26 - 6204）
※使用料については、お問い合わせください。

0848 - 76 - 2111）
0848 - 76 - 2111）
広報おのみち・令和 3 年 3月
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尾道市立美術館
〈キリトリ線〉

パルクール教室を開講します

■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

FISE HIROSHIMA 2019世界大会開催で大注目のパルクール。
パルクールとは、走る・跳ぶ・登るなど、主に“移動” という動作で
より自然な心とからだの強さを身につけていく方法です。単発開催
していた講座が、待望のレギュラー教室として、この春開始します。
4〜6月 金曜 18：00〜19：00
県立びんご運動公園
６歳〜大人
20人
16,500円（月2 回／全 6回）
運動のできる服装、タオル、飲み物、保険証、室内シューズ
※詳しくはHPをご覧いただくか、お問い合わせください。
健康スポーツセンター総合受付で
県立びんご運動公園（ 0848 - 48 - 5446）

愛のヴィクトリアン・ジュエリー展
〜華麗なる英国のライフスタイル〜
3月13日㈯〜5月5日㈷
左の招待券を切り取り、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。

令和3年度第1期

運動教室受講者募集
4月上旬〜6月下旬  ※日程表による。
県立びんご運動公園
【大人】ヨガ、無理なくゆっくり体を動かすエクササ
イズ、水中運動のアクアビクスなど
【子ども】運動の基礎づくりをするキッズスポーツ教
室、スイミング など
5,100〜8,200円／10回  ※教室により異なる。
※詳しくはHPをご覧いただくか、お問い合わせください。
県立びんご運動公園（ 0848 - 48 - 5446）

芸術・文化
図書館の催し

■ 瀬戸田図書館（☎0845 -27-1877）

●木工芸部会作品展
3月21日㈰〜4月11日㈰
瀬戸田公民館のサークル「木工芸部
■中央図書館（☎︎0848 -37- 4946）
会」
による作品の展示
●上映会「火曜名画座」
●おはなし会〜春風のたより〜
3月23日㈫、4月13日㈫ 18：00〜
3月28日㈰ 13：30〜14：30
各回約40人
瀬戸田市民会館
人形劇、楽器演奏、絵本の読み聞か
■みつぎ子ども図書館（☎0848 76 3111）
せの上演と工作
●巡回展「続・天保の飢饉 御調は耐
演目 「あかずきんちゃん」
「パフ」ほか
えてしのぶ。」古文書展
出演
風奏詩
（かざかなうた）
開催中〜3月28日㈰
30人
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。
■向島子ども図書館（☎0848 - 44 - 0114）
内海家文書24点を紐解く
●折り紙教室
●星の里・今津野の家 作品展
3月20日㈷ 10：30〜11：30
切り文字で描く詩の世界
創作折り紙「アルパカ」にチャレンジ
4月1日㈭〜30日㈮
します。
金子みすゞ「わたしと小鳥とすずと」
10人
講師
高橋志典さん（折紙創作家）
■ 因島図書館（☎0845 -22- 8660）

持参物
締切
電子メール
ホームページ

●島の映画館 因島座
3月20日㈷・27日㈯ 10：30〜
●矢野ミチル作品展「色を歩く原画展」
開催中〜3月30日㈫
絵本の原画などアクリル画約30点の
展示
●「因島宝さがし」パネル展示
3月11日㈭〜4月11日㈰
因島高校生が「因島の明日をつくる」
プロフェッショナルインタビューを28
事業所に行い、写真と紹介文をまと
めたものをパネルにして展示します。
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尾道市電子図書館が
オープンします
3月16日㈫から、尾道市電子図書館
サービスが始まります。
電子図書館は、お持
ちのスマートフォンや
パソコン、タブレットな
ど で 電子 書 籍を読め
る「インターネット上の
図書館」です。図書館

の利用者カードをお持ちでしたら、誰
でもご利用いただけます。
詳しくは、図書館HPをご覧いただく
か、各図書館へお問い合わせください。
中央図書館（ 0848 -37- 4946）
https://www.onomichi-library.jp/

尾道美術協会付設絵画研究所
生徒募集
毎月第1・第3日曜 13：00〜17：00
※開所式 4月4日㈰ 13：30〜
おのみち生涯学習センター
中学生以上
洋画（油絵、水彩ほか）、静物画、人
物画、風景写生
月額3,000円（入会金1,000円）
※入会は随時可能。
尾道美術協会
（和田 090 - 9504 - 8851）

第1回尾道文学談話会
昔話「犬の足」の伝承世界
4月5日㈪ 18：30〜20：00
しまなみ交流館
講師 藤井佐美（日本文学科教授）
20人
電話かメールで
尾道市立大学地域総合センター
（ 0848 -22 - 8312（内線260）
）
csc@onomichi-u.ac.jp

圓鍔勝三彫刻美術館

3月16日㈫〜5月30日㈰
右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。

〈キリトリ線〉

春季展「圓鍔勝三  こども展」

囲碁教室受講生募集（随時受付）
■ 本因坊秀策囲碁記念館囲碁教室
本因坊秀策囲碁記念館（
講師 因島囲碁協会

●初心者囲碁教室
第1・3 土曜
10：00〜12：00
囲碁に興味がある
人・初心者

0845 -24 -3715）

●中級者囲碁教室
月・木・土曜
13：00〜16：00
初段・二 段を目指す人

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）
講師 尾道囲碁協会
●子ども囲碁教室
●女性初心者囲碁教室
土曜 13：00〜15：00
火曜 10：00〜15：00
小・中学生（初心者歓迎）
女性

●女性中級者囲碁教室
火・木曜
10：00〜15：00
女性

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）
講師 因島囲碁協会

健康・福祉

●レディース囲碁教室
火曜 9：30〜12：00
囲碁に興味がある人・
初心者

●三世代囲碁教室
土曜 10：00〜15：00
親・子・祖父母
（初心者可）

くらしの窓

■ 因島市民会館囲碁教室

●碁力養成講座
土曜
14：00〜17：00
2 級〜初段

■ 尾道迎賓館囲碁教室

他にも各地域で囲碁教室
が開催されていますので、
お問い合わせください。

■愛のヴィクトリアン・ジュエリー展
〜華麗なる英国のライフスタイル〜

☎0848-23-2281

■瞬間の美・生命の美

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

3月16日㈫〜5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

☎0848-76-2888

■教員展

※美術学科教員の作品・研究を紹介します。

開催中〜5月9日㈰

☎0848-20-7831

  （潮見町） 耕三寺博物館（瀬戸田町瀬戸田）

■なかた美術館コレクション『花を描く』

■近代日本画

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〜6月6日㈰
一般800円、中学・高校・大学生300円
（市内学生無料）

☎0848-20-1218

3月20日㈷〜6月20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

10：00～18：00
水・木曜休館（祝日は開館）

☎0845-27-3800

☎0845-27-0800

開催中〜5月26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

「碁聖」と称された因島出身の棋士・本因坊
秀策について、直筆の揮毫入り碁盤などからな
る出張展示を行います。

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）
■本因坊秀策囲碁記念館の出張展示

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 3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

3月20日㈷〜6月2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

3月13日㈯〜5月5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
9：00～17：00（入館は16：30まで）
月曜休館（祝日は開館）

■春季展「圓鍔勝三  こども展」

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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公民館定例主催講座
【講座の受付】
開催場所・申込先

山波公民館

講 座 名

山波町1290

ナンプレ教室

長江公民館

季節の料理教室
名曲で心いやす教室
初級・中級囲碁教室

■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- 0046

長江二丁目10-34

☎0848 -37-9656

開 催 日 時

第1〜4土曜
第1・3木曜
第2・3木曜

13：30〜16：30
10：00〜11：30
10：00〜12：00

（入門・初級）
9：30〜11：30
第2火曜
（中級）第2水曜 9：30〜11：30
（上級）第2水曜 13：30〜15：30

開始日

定 員

幼児〜一般
2歳未満
2歳以上

参加自由
各クラス
親子15組

5／11

一般

15人

一般
一般

一般
一般
小学生以上

10人
10人
15人
10人
10人

制限なし

20人

第4火曜
第1木曜
第2・4土曜

9：30〜12：00
13：30〜15：30
10：00〜12：00

ボッチャを楽しむ会
第1・3木曜
（ボッチャ：パラリンピック正式種目）

10：00〜12：00

4／ 3

①8：50〜 9：30
②9：40〜10：20
13：00〜14：00
9：00〜11：00
13：00〜15：00
①13：50〜14：20
②14：30〜15：00

対 象

4／ 3
5／ 6
5／13
5／12
5／12
5／26
5／ 6
4／24

☎0848 -37- 8226

小学1〜3年生
小学4〜6年生
一般
小・中学生
幼児〜一般

15人
10人
参加自由

5／22

幼児〜
小学2年生

各クラス
10人

13：30〜15：00

5／26

一般

15人

第3・4火曜

17：45〜19：00

5／18

小学生〜高校生

各生5人

日比崎町づくり（空き家対策）

第2土曜

13：30〜14：30

4／10

一般

10人

子ども英会話教室

第1・3月曜

5／17

西則末町11-32

☎0848 -23 -2107

栗原歴史教室
ストレッチ教室
ボッチャ教室
栗原北文庫

第3土曜
第2・4木曜
第2・4水曜
第2・4土曜

〜年長
〜小学生2年生

栗原北公民館

子ども英会話教室

第1・3日曜

一般
一般
一般
幼児〜一般
幼児〜
小学2年生

各クラス
20人
20人
10人
12人
参加自由
各クラス
20人

美ノ郷町三成3158 -2

☎0848 - 48 -5868

三成地区の歴史と自然探訪教室（全5回）
9／18㈯・11／20㈯・
※開催場所は栗原北公民館と才原なごみ館

藤井川公民館

ソフトヨガ教室

土堂公民館

子ども英語教室

第1・3土曜

西土堂町6-44

なっとく終活教室
子ども料理教室
よしわ文庫

第2火曜
第2日曜
第1〜3土曜

子ども英会話教室

第4土曜

健康うたごえ教室

第4水曜

尾道を英語で紹介しよう！

☎0848 -22- 8732

栗原公民館

〒722- 0032

☎0848 -23 -9662

吉和公民館
〒722- 0016

神田町1-15 -2

☎0848 -22- 4665

日比崎公民館
〒722- 0026

栗原西一丁目3 - 4

〒722- 0024

〒722- 0215

6／20㈰・ 7／17㈯・

①17：00〜17：30
②17：40〜18：10
19：00〜20：30
10：00〜11：30
13：30〜15：00
9：00〜12：00
① 9：30〜10：00
②10：15〜10：45

5／ 1
5／11
5／ 9
4／ 3

5／15
5／13
5／12
4／10
5／16

各10人

9：30〜11：30
3／ 5㈯
子ども料理教室「きらめキッズ」 第2日曜
（年10回） 10：00〜12：30

6／20

一般

参加自由

5／ 9

小学生

16人

第2・4木曜

19：30〜21：00

4／ 8

一般

10人

クラフト手芸教室

第1火曜

9：30〜12：00

5／ 4

一般

10人

親子ヨガ教室

第1・3木曜

9：30〜10：30

5／20

親子

親子10組

〒729 - 0141

子育て教室
（第3火曜日は合同で開催）

第1・3火曜
第2・3火曜

9：30〜12：00

5／11

2歳未満
2歳以上

各クラス
親子10組

☎0848 - 46 - 0001

ヨガ教室

毎週金曜

13：30〜15：30

5／ 7

一般

20人

やさしい英会話教室

第1・3火曜

5／ 4

子どもお茶教室

第3土曜

向東町8670 -2

わくわくスマホ教室

第3金曜
第1土曜
第2土曜
第1・3土曜

19：00〜20：00
13：30〜14：30
13：30〜14：30
15：30〜17：30

5／21
5／ 1
5／ 8
5／ 1

一般
小学4年生〜
大学生
一般
幼児
児童
小学生

20人

向東公民館

14：00〜15：30
10：00〜15：00

25人
15人
20人
10人

15：00〜16：30
10：00〜11：30
10：00〜15：30
13：00〜17：00
9：30〜11：30

5／
5／
5／
5／
5／

一般
小学生
小学生
小学生〜高校生
小学生以上

10人
20人
10人
10人
10人以上

〒722- 0212

美ノ郷町本郷2274 -2

☎0848 - 48 - 0001
中央公民館

木ノ庄東分館
〒722- 0234

木ノ庄町木梨163

☎0848 - 48 -2622

東部公民館

高須町924 -12

〒722- 0062

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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往復はがきの往信欄に「開催公民館名、講座名、住所、名前・ふりがな（子どもは保護者
名も）
、年代（子どもは生年月日 ※子育て教室以外は4月からの学年も）
、性別、電話番
号、継続受講者は受講年数」、返信欄に「住所、名前、郵便番号」を記入し郵送
３月31日㈬ 必着  ※定員を超えた場合は抽選。詳しくは、各公民館にお問い合わせください。

あすなろ文庫
子育て教室
（第3木曜日は合同で開催）

〒722- 0052

１年間継続する講座です。短期講座は別途お知らせします。
市内在住か通勤・通学している人
講座によって受講料や材料費が必要

☎0848 - 44 -3955

浦崎公民館
〒720 - 0551

子どもダンス教室
子ども詩吟教室

浦崎町2102-5

子ども茶道教室

向島公民館

向島いけばな子ども教室
子ども抹茶教室
子ども筝曲教室
三世代交流囲碁教室

☎0848 -73 -3626
〒722- 8510

向島町5531-1

☎0848 - 44 - 0683
広報おのみち・令和 3 年 3月

ストレッチ教室

第3土曜

第2土曜
第1・3土曜
第1・3土曜
第2・4土曜
第2・4土曜

（この時間内で随時開催）

10：00〜12：00

5／22

5／15
8
1
1
8
8

幼児〜高校生

10人

15人

【講座の受付】

各公民館で受付。詳しくは、各公民館にお問い合わせください。
開催場所・申込先

菅野公民館

☎0848 -76 -1899

市公民館

☎0848 -76 -2323

河内公民館

今津野公民館

☎0848 -78 - 0405

☎0848 -76 - 0050

大和公民館

☎0848 -76 - 0692

子ども茶道教室

第2土曜

13：00〜15：00

4／10

小学生〜中学生

10人

毎週金曜

19：30〜21：00

4／ 2

小学生〜中学生・一般

20人

子ども茶道教室

第1土曜

9 ：30〜11：30

4／ 3

小学生以下

15人

子どもコーラス教室

毎週水曜

17：00〜18：45

4／ 7

小学生

20人

子ども絵画教室

第2・4日曜

9 ：00〜12：00

4／11

小学生以下

20人

4／12

小学生

4／13

小学生

子ども英会話教室

第2・4月曜

子ども書道教室

第2・4火曜

囲碁教室

第2・4土曜

リハビリテーション教室

第3土曜

茶道教室

第2土曜・第4木曜

鉦太鼓踊り教室

第2・4土曜

子どもお茶教室

第3土曜

☎0845 -22- 0418

田熊公民館

☎0845 -22- 0537

☎0845 -24 - 0009

☎0845 -25 - 0016

20人
30人

9：00〜12：00

4／10

小学生〜一般

15人

10：00〜11：00

4／ 3

一般

10人

9：00〜12：00

4／ 3

一般

10人

20：00〜22：00

4／10

幼児〜一般

20人

9 ：00〜11：00

4／17

幼児〜小学生

20人

ヨガ教室

第3火曜

9 ：30〜10：30

4／20

一般

20人

綾目神楽教室

毎週木曜

20：00〜22：00

4／ 1

小学生〜一般

15人

大人の鍵盤ハーモニカ教室

第2金曜・第4月曜 10：30〜11：30

4／ 9

一般

20人

沖縄エイサー教室

第2・4土曜

13：30〜15：00

4／11

小学生〜一般

20人

フラケイキ（子どもフラ教室）

第2・4土曜

19：15〜20：00

4／10

幼児〜中学生

15人

郷土芸能伝承教室

第3土曜

19：00〜20：00

5／15

一般

15人

開始日

対 象

定 員

講 座 名

開 催 日 時

初心者囲碁教室（月曜）

第1・3月曜

13：30〜17：00

4／ 5

一般

20人

初心者囲碁教室（土曜）

第2・4土曜

10：00〜12：00

4／10

一般

20人

フリースケート教室

第1・3土曜

10：00〜12：00

4／ 3

一般

20人

子ども料理教室

第3土曜

9 ：00〜13：00

5／15

小学生

30人

おもてなし料理教室

第4金曜

9 ：30〜13：00

4／23

一般

30人

子ども書道教室

毎週木曜

17：00〜19：00

4／ 1

小学生〜高校生

20人

子ども日本舞踊教室

毎週土曜

13：00〜16：30

4／17

幼児〜中学生

20人

子ども囲碁教室

第2・4土曜

10：00〜12：00

4／10

幼児以上

20人
20人

リフレッシュ健康体操教室

第2・4月曜

13：30〜15：00

4／12

一般

楽しい囲碁教室

第3金曜

14：30〜17：00

4／16

4歳以上

20人

子ども相撲教室

毎週火・金曜

18：00〜19：30

6月

小学生

20人

将棋教室

第1・3土曜

10：00〜11：30

4／ 3

小学生以上

20人

馬神太鼓教室

毎週火曜

19：00〜20：00

4／ 6

小学生

10人

スポーツ吹き矢教室

毎週木曜

10：30〜11：30

4／ 1

一般

10人

元気はつらつ体操

第1・3火曜

13：30〜14：30

4／ 6

一般

15人

女性コーラス教室

第1・3木曜

14：00〜15：30

4／15

一般（女性）

14人

伝統踊りの教室

第2・4木曜

19：00〜21：00

4／ 8

一般（女性）

12人

東生口公民館

童話教室（歌の広場）

第3月曜

13：30〜15：00

4／19

一般

16人

3B体操教室

第2・4水曜

9 ：30〜11：00

4／14

一般

18人

子ども囲碁将棋教室

第1・3土曜

13：30〜14：30

☎0845 -28 - 0219

☎0845 -27-1878

第2土曜
ZUMBA教室
第4金曜
こころイキイキ体操教室

第1・3土曜

4／17

幼児〜中学生

10人

4／10

一般

各組10人

10：00〜11：30

4／ 3

一般

16人

談

瀬戸田公民館

① 9：30〜10：30
②11：00〜12：00
①11：00〜12：00
②14：00〜15：00

相

☎0845 -24 -1001

大浜公民館

情報アラカルト

重井公民館

②16：45〜17：15
16：00〜19：00

20人

芸術・文化

中庄公民館

①16：00〜16：30

スポーツ

三庄公民館

定 員

子育て

☎0845 -22- 0032

対 象

空手教室

開催場所・申込先

土生公民館

開始日

健康・福祉

綾目公民館

開 催 日 時

くらしの窓

☎0848 -76 -1981

講 座 名

広報おのみち・令和 3 年 3月
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因島図書館（☎0845 -22- 8660）

図書館の講座

おはなし会
第1・4土曜 13：30〜15：30
幼児〜小学3年生
15人
おはなし会「はじめての絵本」
第1水曜 10：30〜11：00
0〜3歳児と保護者
15人
英語でおはなし会
第2日曜 10：30〜11：00
幼児と保護者
15人
島の映画館 因島座
第3・4土曜 10：30〜
一般
50人
アニメ上映会
第3・4日曜 10：30〜
幼児〜一般
30人
ライブラリーコンサート
年4回（5・8・11・2月）13：00〜14：00
一般
150人
因島文学散歩（要事前申込）
第3水曜 10：30〜12：00
一般
20人
音読を楽しむ会（要事前申込）
第1火曜 13：30〜15：00
一般
15人
古文書学習会（要事前申込）
第4木曜 10：15〜12：15
一般
30人
読書会（要事前申込）
第4日曜 14：00〜16：00
一般
15人
折紙教室（要事前申込）
年4回（5・8・11・3月）10：30〜12：00
児童〜一般
20人
囲碁教室（要事前申込）
第1・3・5土曜 10：30〜12：00
幼児〜一般
30人
スマホ体験教室（要事前申込）
第3・4火曜 10：30〜12：00
一般
15人

中央図書館（☎0848 -37- 4946）
火曜名画座
第2・4火曜（休館の場合翌日）
18：00〜
一般
80人
よんでねブックおはなし会
第１金曜（休館の場合翌週）
10：30〜11：00
0歳〜未就園児と保護者
30人
おはなし会
第2・4土曜 10：30〜11：00
幼児〜小学３年生
30人
えいが会
■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

第2・4土曜 11：00〜11：30
幼児〜小学３年生
100人
川柳教室
第２土曜 10：10〜11：30
一般
30人
古文書に親しむ会
第３日曜 14：00〜17：00
一般
30人

みつぎ子ども図書館（☎0848 -76 -3111）
おはなし会
毎週土曜 14：00〜14：30
幼児〜小学３年生
15人
英語によるおはなし会
月１回日曜 13：30〜14：00
幼児〜小学生
15人

■総合福祉センター
開 催 日 時

料

金

尾道お手玉フレンド 第1・3金曜

10：00〜12：00

年2,000円

尾道お笑いの会

第1・3火曜

13：30〜15：30

年1,000円

木曜コース

19：00〜21：00

健康体操

第１・3金曜コース 13：30〜15：30

年1,000円

■環境資源リサイクルセンター
食廃油石けんづくり

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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手すきはがき作り
EMボカシ・EM活性液講習会
木工教室
自転車修理教室
ダンボール箱
コンポスト学習会

開催日
申込による
月１回水曜
月１回日曜
第１金曜

環境資源リサイクルセンター
（ ・ 0848 - 48 -2212）
広報おのみち・令和 3 年 3月

料

金

募集期限

200円

団体申込か
募集時

100円
無料
実費
300円
１回
600円

第1土曜 14：00〜14：30、
第2土曜11：00〜11：30
幼児〜小学校中学年
30人
よちよちまめっちょおはなし会
第１水曜 10：30〜11：00
0〜3歳児と保護者
30人
プレママ・0・1・2歳児対象おはなし会
第2・4水曜 10：30〜11：00
0・1・2歳児と保護者
30人
折り紙教室
第3土曜 10：30〜11：30
幼児〜小学生
20人
ストーリーテリングの世界へようこそ
第3日曜 11：00〜11：30
幼児〜小学生
20人
お手玉教室
第4日曜 14：00〜15：00
幼児〜小学生
20人
大人のための朗読会（要整理券）
年１回実施予定（日時未定）
中学生以上
40人

瀬戸田図書館（☎0845 -27-1877）
おはなしと音を楽しむ会

第1土曜 10：30〜11：00
幼児〜小学生
20人
おはなし会
第2土曜 11：00〜11：30
幼児〜小学3年生
20人

10：00〜11：30（4月・3月は10：00〜12：00）
しまなみ交流館
市内在住の60歳以上
年3,000円（申込時）※市社協各支所でも申込可。
尾道市社会福祉協議会（☎0848 -22 - 8385）
日

程

４月９日㈮

演題・講師（敬称略）
認知症が私たち家族にくれたギフト

信友直子（映像作家・テレビディレクター）
新しい感染症に負けない食生活の工夫
〜免疫力を高める食事と口から食べる大切さ〜
５ 月14日 ㈮
長 久美（
（公社）広島県栄養士会理事 医療事業部長
臨床栄養認定管理栄養士）
キャッシュレスとは〜キャッシュレスの基本と注意点〜
６ 月11日 ㈮
伊藤志保（ファイナンシャルプランナー）

※随時募集中。
（一社）
尾道市公衆衛生推進協議会
（ 0848 -24 -1177）

講 座 名

わくわくおはなし会

尾道市社会福祉協議会の講座
（尾道いきいき大学教養講座）

尾道市公衆衛生推進協議会の講座

講 座 名

向島子ども図書館（☎0848 - 44 - 0114）

募集時

どじょうすくい女将の笑顔で元氣になる方法
９ 月10日 ㈮ 小幡美香（さぎの湯温泉旅館「竹葉」女将
しまね観光PR大使 どじょうすくい女将）
高齢者に関わる身近な法律問題について
10月 ８ 日 ㈮
佐藤邦男（弁護士法人広島みらい法律事務所尾道支所弁護士）

わたしたちがつくる「幸齢社会おのみち」
11月12日 ㈮ 〜地域生活課題の予防・発見・解決のしくみ〜
渡辺晴子（広島国際大学健康科学部 准教授）
健腸長寿の秘訣
12月10日 ㈮
原田史子（新広島ヤクルト販売株式会社 健康管理士）
3 月11日 ㈮

いつまでもいきいき元気に！健康寿命を延ばす簡単筋トレ法
谷本道哉（近畿大学生物理工学部 准教授）

おとなの学び、始めませんか
勤労青少年ホーム講座・クラブ会員募集
対

象：原則、市内在住か勤務先のある15〜34歳（学生を除く）
※各講座で定員に達しない場合、対象者以外の受講も可能です。お問合せください。
受 講 料：無料（教材費・材料費などは実費）
年 会 費：1,200円（100円／月）
申込必要物：運転免許証、健康保険証などの本人確認が出来るもの
受 付 開 始：3月10日㈬ 13：00～
▲ 勤労青少年ホームは千光寺公園内
0848 -22- 5396／平日13：00〜21：00
にあります

■４月開講の講座 ※5月以降開講の講座は、広報おのみち・市HPなどで随時ご案内します。
講座・クラブ名
英会話

第1・3木曜

19：00～20：30

24回

正しい文法と発音を重視する英語会話です。

中国語

第1・3水曜

19：00～20：50

20回

基礎を学び、楽しく会話を学びましょう。

韓国語

第1・2月曜

19：15～20：50

24回

会話中心に丁寧に指導します。

料理（前期・後期）

第2・4木曜

19：00～20：50 各12回

料理を楽しく学びます。家でも作ってみたくなるメニューです。

第1木曜

19：00～20：50

各6回

月に１度、季節に応じた“おもてなし料理”を作ります。

着付け

第1・3水曜

19：00～20：50

18回

一人で着付けて、おでかけできるようになります。

ペン習字

第1・3木曜

19：00～20：50

24回

楷書や行書、ひらがなが美しく書けるようになります。

煎茶

第2・4月曜

19：00～20：50

20回

心のこもったお茶が出せるように煎茶道を楽しみます。

茶道（裏千家）

第1火曜

19：00～20：50

15回

お茶、お菓子の頂き方から学んでいきます。初心者大歓迎です。

生け花（池坊）

第1・3水曜

19：00～20：50

22回

池坊の自由花をもとに花を生けます。

アートフラワー

第2・4水曜

19：00～20：50

12回

すてきな作品を自分の手で作ります。お気軽に体験を。

季節のおもてなしクッキング
（春夏・秋冬）

コメント

24回

誰でも踊れる楽しいダンス

第1月曜

19：30～20：50

12回

初心者のためのダンス。音楽に合わせて楽しく体を動かします。

バドミントンクラブ

毎週火曜

19：00～20：50

男女で”わいわい”やってます。体験待ってます。

バレーボールクラブ

毎週木曜

19：00～20：50

初心者・経験者・男女混合で、楽しい雰囲気でやっています。

フットサルクラブ

毎週金曜

19：00～20：50

健康維持のため楽しくフットサルしています。体験待ってます。

市HPでも講座情報を掲載
しています

情報アラカルト

※複数の受講も出来ます。
（年会費は変わりません）
※年度途中いつからでも入会出来ます。
※講座体験はお気軽にお問合せください。
※どなたでも受講できる1day講座や交流イベントもあります。

芸術・文化

19：00～20：30

リラクゼーション ヨーガ

スポーツ

第1・3金曜

体操と呼吸法を使ってリラクゼーションを深めていく、
めい想法も行います。

子育て

回数

健康・福祉

開講時間

くらしの窓

開 講 日

https：//www.city.onomichi.
hiroshima.jp/life/1/6/33/
◀ 市HP

QRコード

相

Instagram、Twitterで
講座の様子を発信しています

談

＠onomichi_home
◀ Instagram

QRコード

＠onomichi_home
◀ Twitter

QRコード

広報おのみち・令和 3 年 3月
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情報アラカルト
お知らせ
農薬は正しく使いましょう

■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

農薬は使用者や生産物の消費者、環
境への安全性に関する検査を行った後
に製品化されてます。
使用するときは、次の点に注意しま
しょう。
■ラベルに記載されている適用作物、
使用時期、使用方法などを必ず守る。
（名称が似ている作物に誤って使用し
ない。）
■農薬使用前後の防除器具を点検し、
十分に洗浄されているか確認する。
■農薬を使用したら、使用年月日、場
所、作物、農薬名などを記帳する。
■最終有効期限の切れたもの、無登録
農薬等は使用しない。
■農薬やその希釈液等を他容器へ移
し替えたりせず、施錠された場所へ
保管する。
■不要農薬・空容器等の処理は、産業
廃棄物処理業者に委託する。
農林水産課（ 0848 -38 - 9473）
広島県農業技術課
（ 082 - 513 -3559）

人権擁護委員にご相談を
人権擁護委員は、日常生活に埋もれ
ている人権問題をすくい上げるために、
市町村長の推薦を受け、法務大臣から
委嘱された民間ボランティアです。
市内には計23人の委員がおり、さま
ざまな経歴や経験を生かして、地域の

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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皆さんから人権相談を受けたり、人権
について関心を持ってもらえるような
啓発活動を行っています。お気軽に相
談してください。
人権男女共同参画課
（ 0848 -37-2631）

無事故・無違反の
優良運転者を表彰します
該当の人には表彰状や記念品等を贈
呈します。ぜひご応募ください。
市内在住の交通安全協会会員で、5
年以上無事故・無違反の人（5年ご
との表彰）
申込期間 4月1日㈭〜5月31日㈪
9：00〜17：00 ※土・日・祝日を除く。
無事故・無違反証明書（4月1日㈭以
降に自動車安全運転センターが発行
したもの）と、所定の申請書を居住
地域の安全協会窓口に提出
【尾道・御調・向島地域】尾道交通安全
協会（ 0848 -25 -5207）
【因島・瀬戸田地域】因島交通安全協会
（ 0845 -22 - 6120）
【浦崎町】福山西交通安全協会
（ 084 - 934 - 4866）

賃金引き上げを支援します
業務改善助成金
中小企業・小規模事業者の生産性
向上を支援し、事業場内で最も低い賃
金の引き上げを図るための制度です。
助成内容 生産性向上のための設備
投資（機械設備、コンサルティング導
入や人材育成・教育訓練）などを行
い、事業場内最低賃金を一定額以上
引き上げた場合、その設備投資など
にかかった費用の一部
※詳しくは市HPをご覧ください。
広島労働局 雇用環境・均等室
（ 082-221- 9247）

催し
お花見シーズンの
交通規制について
渋滞緩和のため、千光寺公園周辺で
交通規制を行います。
区間 市道千光寺登山線（千光寺公園
駐車場〜千光寺公園グラウンドまで）

3月27日㈯・28日㈰、4月3日㈯・
4日㈰ 10：00〜17：00
※新型コロナウイルスの感染拡大状況
を踏まえ、交通規制を実施しない場
合があります。
車両（2 輪のものを除く）
規制内容 西行き（栗原本通り方向）
の一方通行
※栗原側から千光寺公園への自動車で
の来園は出来ません。
※栗原から長江方向への通り抜け不可。
※千光寺公園からは栗原方面へ下山
してください。
※当日は尾道駅前から千光寺公園まで
臨時バス（8便／日、始発9：40）が運
行されます。渋滞緩和のため公共交
通機関を積極的にご利用ください。
（一社）尾道観光協会
（ 0848 -36 - 5495）

「哲代おばあちゃんに学ぶ
百歳を生きる智恵」
3月15日㈪ 13：30〜14：30
市役所本庁
市内在住の人
写真提供：中国新聞社

社会福祉課
（ 0848 -38 - 9122）
尾道市支え合いセンター
（ 0848 -22 -2113）

3月28日㈰ 10：00〜
（一社）因島観光協会
（ 0845 -26 - 6111）
https://kanko-innoshima.jp/

第5回せとだレモン祭

イベント中止のお知らせ

レモン生産量日本一の生口島にて
開催する体感レモンイベントです。

中国新聞の連載でおなじみの、100
歳を謳歌されている石井さんの日々
の暮らしについてお聞きし、私たち
もパワーチャージしましょう。講座
終了後、
「ちゅピCOMおのみち」で
全内容を放送します。
20人  ※要申込、当日受付可。
講師 石井哲代さん
生涯学習課
（ 0848 -20 -7444）

展示場所

桜の開花状況を配信予定ですので、
因島観光協会のHPをご覧ください。

（一社）因島観光協会
（ 0845 -26 - 6111）
https://kanko-innoshima.jp/

◆ サンセットビーチ桜まつり
せとだ桜まつり実行委員会
（瀬戸田支所しまおこし課内
0845 -27-2210）

はっさく祭を開催します

情報アラカルト

因島発祥の「はっさく」をPRするイ
ベントです。
今回は、新型コロナウイルス感染
症の状況を考慮し、オンラインイベン
トを実施予定です。詳細は、お問い合
わせください。

芸術・文化

3月17日㈬
因島総合支所
〜26日㈮

3月21日㈰ 10：00〜15：00
瀬戸田市民会館前広場、しおまち
商店街〜瀬戸田港
物産市、フリーマーケット、各種世
界選手権大会（レモンまるかじり、
レモンタワー、レモン担ぎ等）
※コロナ対策のため、飲食店はテイク
アウト販売となります。
せとだレモン祭実行委員会
（
（一社）尾道観光協会内
0848 -36 - 5495）

スポーツ

尾道市役所
総合福祉センター
御調保健福祉センター
3月 9日㈫
向島支所
〜19日㈮
向島福祉支援センター
因島総合福祉保健センター
瀬戸田支所
瀬戸田保健福祉センター

◆ いんのしまさくら祭

子育て

期間

桜の開花状況・出演予定だった団
体の演技を、SNSで配信する予定で
す。
みつぎ桜まつり実行委員会
（圓鍔勝三彫刻美術館内
0848 -76 -2888）

健康・福祉

平成30年7月豪雨災害で被災した
人たちを見守り、支援活動を行ってき
た尾道市支え合いセンターが 3月末
で閉所になります。これまでの支援活
動を紹介するポスターなどを展示し
ます。

◆ みつぎ桜まつり

くらしの窓

尾道市支え合いセンター
展示会

新型コロナウイルス感染症拡大の
状況、来場者とスタッフの安全安心を
考慮し、次のイベントは中止します。

圓鍔勝三彫刻美術館の桜の様子

相
談

広報おのみち・令和 3 年 3月
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etc…

募集

保育所・幼稚園（会計年度任
用職員）随時募集中
■保育士・保育教諭
応募資格 保育士と幼稚園教諭の資
格を持つ人（保育士のみも可）
勤務日数 週 5日（8：30〜17：15）
※早出・遅出により、前後１時間の時差
出勤あり。
時給 1,060〜1,200円
募集人数 若干名
■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

■給食調理員
①5時間勤務（9：00〜15：00） 2人
勤務日数 週5日
②週休代替職員 若干名
勤務時間 8：30〜17：15か
9：00〜15：00
※勤務日によって時間が異なります。
勤務日数 月に4 回程度
時給 ①②ともに880円
【共通事項】
勤務場所 市内公立保育所か認定こ
ども園
市HP掲載の「会計年度任用職員登
録申込書」か履歴書を持参か郵送で
〒722- 8501 久保一丁目15 -1
子育て支援課
（ 0848 -38 - 9114）
■幼稚園教諭
応募資格 幼稚園教諭の資格を持つ人
①担任（8：20〜16：50） 1人
②預かり保育（9：45〜18：00） 1人
時給 ①1,200円 ②1,060円
勤務日数 ① ②ともに週 5日
勤務場所 市内公立幼稚園
市HP掲載の「会計年度任用職員登
録申込書」か履歴書を持参か郵送で
〒722- 8501 久保一丁目15 -1
教育委員会庶務課
（ 0848 -20 -7470）

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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今治市へ行こう！ 姉 妹 都 市
ひらきやま

開山公園

春には約1,000本の桜が咲き乱れ、
頂上の展望台からは伯方・大島大橋、
大三島橋、多々羅大橋が一望できます。
桜の時期には夜桜用の提灯やおでん屋
の出店もあります。
桜の季節が終わっても、つつじをはじ
め四季折々の姿が楽しめます。公園内には36mの滑り台などの
遊具もあり、ご家族で楽しめるスポットです。
開山公園（今治市伯方町伊方）
今治市役所伯方支所（ 0897-72 -1500）

▲ 開山公園QR

自衛官等募集
募集種目
一般
予備
自衛官補

受験資格

受付期間（締切日必着）

試験日

受付中〜4／9㈮

4月17日㈯
〜21日㈬
※いずれか1日を
指定。

18歳以上34歳未満の者
※令和3年4月1日現在。

18歳以上で国家免許資格
技能 等を有する者（資格により
年齢の上限あり）

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

令和3年度医師確保奨学金
奨学生募集
次のいずれかに該当し、将来医師と
して市の公立病院で従事する意思を
有する人
①大学の医学を履修する課程に在学す
る人
②研修医として病院で医療を実地で研
修している人
受付期間 4月1日㈭〜5月7日㈮ 必着
貸付金額 月額20万円以内
※市の公立病院で医師として勤務すれ
ば、奨学金の返還を全部または一部
免除。
募集定員 4人  ※面接あり。
市HPの申請書類を持参か郵送で
〒722- 0017 門田町22-5
健康推進課（ 0848 -24 -1961）

国税専門官募集
受験資格 平成 3 年 4月2日〜平成12
年 4月1日生まれの人など
第１次試験 6月6日㈰
受験受付期間 3月26日㈮ 9：00〜4月
7日㈬（郵送・持参の場合 3月29日㈪
まで）
原則インターネットで
※インターネット申込ができない場合
は、受験申込書を第1次試験地に対
応する国税局に郵送か持参で。
広島国税局（ 082 -221- 9211）
http://www.jinji‐shiken.go.jp/
juken.html

宝土寺
くらしの窓

天寧寺
浄土寺

健康・福祉

昨年の尾道の桜の様子です。
令和２年の春は、晴天に恵まれ
開花時期も長く、お出かけにはよ
い年でしたが、外出自粛によりお
花見もままなりませんでした。
まだ新型コロナの脅威は去って
いませんが、あれから１年、桜の様
子をご覧ください。

子育て

千光寺公園

スポーツ
芸術・文化
情報アラカルト

西國寺

相
談
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不安な時は 成年後見制度 を
●成年後見制度って何？

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由により判断能力が
不十分となった人が、財産管理や契約で不利益を受けないように、主に法律面で
支援する制度です。

● 例えばこんな時

今は元気だけど･･･
将来認知症になったら
どうしよう･･･

母の年金を、家族が
使い込んでいる･･･

法定後見制度：すでに判断能力に衰えがある人がサポートしてもらう制度
任意後見制度：将来的な認知症などの不安に備えて、あらかじめ、誰にどんなサポートを
してもらうか決めておく制度

一人で抱え込まず、まずは 地域包括支援センター に
お気軽にご相談ください。

●尾道市地域包括支援センター（☎0848-56-1212） ●北部地域包括支援センター（☎0848-76-2495）
●西部地域包括支援センター（☎0848-21-1262） ●東部地域包括支援センター（☎0848-56-0345）
●向島地域包括支援センター（☎0848-41-9240） ●南部地域包括支援センター（☎0845-24-1248）
●南部地域包括支援センター瀬戸田支所（☎0845-27-3847）
●高齢者本人だけでなく、その家族・近隣に住む人などからの相談も受け付けています。

持参物
締切
電子メール
ホームページ

28

認知症で施設に入所した父の財産を
処分して、その費用にあてたい･･･

成年後見制度には、法定後見 と 任意後見 の2種類があります。

相談窓口

■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

最近もの忘れがひどくなってきたので、
財産管理などが不安･･･

認知症でひとり暮らしの母を
悪徳商法などから守りたい･･･

広報おのみち・令和 3 年 3月

未来の環境を守るために、
今できる選択を
環境政策課（ 0848 -38 - 9434）

インタビュー

変わる海

私の仕事では瀬戸内海で
獲れる魚介類を扱っていま
すが、海水温が年々上昇して
いて、一定の魚種が獲れなく
なったり、獲れる時期がずれ
るようになったりと、ここ5～
海の幸専門店 かねみつ
6 年は特に顕著にその影響
金光 計則さん
が出ていると感じます。
また同じ魚種でも、水温の上昇や海の栄養
素不足などが原因で従来と味が変わっているも
のもあり、加工品にしたときも昔とは風味が変
わってきたりしています。

くらしの窓
健康・福祉

地球温暖化によって世界の気温は上昇を続けており、特にここ
数十年の気候変動は、人間の生活や自然の生態系にさまざまな
影響を与えています。
今年 2月、インド北部ヒマラヤ山脈で発生した氷河の崩壊によ
る大洪水をはじめ、世界各地で地球温暖化との関連が指摘される
巨大な自然災害が発生しています。尾道でも多くの被害があった
平成30年 7月豪雨も、地球温暖化に伴う気温の上昇と水蒸気量
の増加が原因の一つと考え
られています（気象庁／平成
30年度異常気象分析検討会
より）。また、近年の漁獲量
の減少も、海水温の上昇が関
係しているといわれており、
温暖化の影 響は決して遠い
問題ではありません。
▲ 平成30年7月豪雨での被害の様子

どうして温暖化が進んでいるの？

子育て

太陽からのエネルギーで地上が温められたのち、熱は宇宙空間へ逃げて行
きますが、二酸化炭素（CO2）などの「温室効果ガス」がこの熱の放出を妨げ、
地球の大気中にとどめてしまい、地上の温度が上昇しています。この「温室効
果」を高める大気中のCO 2 濃度は増加し続けており、現状のままでは、大気中
の気温は上昇するばかりです。

出典：環境省

地球温暖化対策のためにできる
日常のちょっとしたこと
を、尾道の方言やイラス
▶
トで紹介しています。

芸術・文化
情報アラカルト

排出過多のCO2を抑え、地球温暖化を食い止めるために今必要とされている
のが、
「カーボンニュートラル」を目指す取り組みです。
「カーボンニュートラル」
とは、地球上の炭素の総量に変動をきたさないよう、CO 2の排出と吸収の量の
バランスが取れて、中立になっている状態を指します。
尾道市では、
「ゼロカーボンシティ」宣言を行い、
「カーボンニュートラル」を
目指した取り組みを進めています。CO 2の排出量が少ない製品の買い替えや、
サービスの利用、ライフスタイルの選択など、温暖化対策につながる賢い選択
「COOL CHOICE」を呼びかけています。

スポーツ

これからできることは？

相
談
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29

相談
内

容

4
（法律相談全般）
弁護士相談［要予約］
4
※受付は 3月17日㈬から。
4
※相談時間は20分。
4
4
司法書士相談
［要予約］
4
（土地・建物の登記ほか）
4
※相談時間は30分。
4
4
行政相談
4
（国等に対する意見ほか。行政相談委員が
4
対応）
4

4 月14日㈬10：00〜16：00

場

所

尾道市役所
向島支所
因島総合支所
向島支所
瀬戸田支所
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
御調文化会館

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

4 月10日㈯13：00〜15：00

総合福祉センター

表示登記・境界問題の無料相談会

4 月 3 日㈯ 9：30〜11：30

しまなみ交流館

空き家バンク「空き家相談会」

4 月16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）

くらしサポートセンター尾道

（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。）

子育て世代包括支援センター“ぽかぽか”

（妊娠・出産・子育て）
青少年相談室 ※来所・訪問相談可。
（子どもの非行・学業・感情・家庭・いじめ）
［要予約］
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・
祝日を除く）の12：00まで。

消費生活相談（電話相談可）

尾道しごと館
［予約優先］

（仕事や就職に不安や悩みを持つ人の
相談窓口）

因島一日職業相談会
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〜金曜（祝日を除く）
広島県福山庁舎３階
9：00〜12：00、13：00〜16：00
4 月13日㈫13：00〜16：00
御調文化会館
4 月14日㈬13：00〜16：00
因島総合支所
4 月15日㈭13：00〜16：00
向島支所
4 月26日㈪13：00〜16：00
尾道市役所
4 月27日㈫13：00〜16：00
瀬戸田支所
月〜金曜（祝日を除く）
総合福祉センター
9：00〜16：00
月〜金曜、第4日曜（祝日を除く）
総合福祉センター
8：30〜17：15
月〜金曜（祝日を除く）
青少年センター
9：00〜15：30
（旧筒湯小学校内）
火・木曜 10：00〜15：30
尾道市役所
月曜
10：00〜15：30
因島総合福祉保健センター
金曜
10：00〜15：30
向島支所
月〜金曜（祝日を除く）
尾道市役所
9：00〜12：00、13：00〜17：00
3 月18日㈭16：30〜19：20
尾道市役所
4 月 1 日㈭13：30〜16：20
3 月17日㈬13：30〜15：20
因島総合支所
4 月21日㈬13：30〜15：20
3 月17日㈬10：00〜14：00
因島総合支所
4 月16日㈮10：00〜14：00
月2回（お問い合わせください。
） ハローワーク尾道
月1回（お問い合わせください。
） 因島総合支所

※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（☎0848 -23 -2883）でも相談できます。
◆総合福祉センターにおいても、各種相談を行っています。
社会福祉協議会（☎0848 -21- 0322）

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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申込・問い合わせ先

4 月28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

弁護士法律相談
［要予約］

日
時
月 5 日㈪13：00〜15：00
月16日㈮13：00〜15：00
月 7 日㈬13：00〜16：00
月 8 日㈭13：00〜16：00
月13日㈫13：00〜16：00
月15日㈭13：00〜16：00
月19日㈪13：00〜16：00
月21日㈬13：00〜16：00
月 2 日㈮13：00〜16：00
月 9 日㈮13：00〜16：00
月12日㈪13：00〜16：00
月13日㈫13：00〜16：00

広報おのみち・令和 3 年 3月

広島県行政書士会尾道支部
☎0848 - 29 - 6514
広島県土地家屋調査士会尾道支部
☎0848 - 25 - 3373
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
尾道市消費生活センター
☎0848 - 37- 4848
商工課 ☎0848 - 38 - 9183
しまおこし課
☎0845 - 26 - 6212
ハローワーク尾道
☎0848 - 23 - 8609

消費生活

相談ファイル

?

宅配業者を装った不在通知の偽SMSに注意！

相談内容

宅配業者から不在通知のSMS
が届き、リンク先にアクセスした。
すると画面が真っ白になったの
で、すぐに画面を消した。自分の
カード情報等は入力しておらず、
身に覚えのない請求等もまだ受
けていない。どう
したらよいか。
（20歳代 男性）

アドバイス

利用している携帯電話会社に身に覚えのないキャリア決済（通話料金と
一緒にネットショッピング等の代金を支払うことができるサービス）が発生
していないかを確認し、キャリア決済ができないように設定をしてはどうか
とお伝えしました。また、不審なメールはURLを開かず削除するよう助言し
ました。
◆ 不在通知を装い、URLをクリックさせて偽サイトに誘導する手口にご注
意ください。偽サイトに誘導後、不正なアプリをインストールさせたり、
IDやパスワード等を入力させたりして、身に覚えのない請求をする悪質な
手口の相談が増加しています。
◆ SMSやメールで不在通知が届いても、身に覚えのない場合は、URLに
安易にアクセスしないようにしましょう。もしURLにアクセスした場合で
も、提供元不明のアプリをインストールしたり、IDやパスワード等を入力
しないようにしましょう。
◆ 迷惑SMSやメール、ID・パスワード等の不正利用への事前対策をしてお
きましょう。携帯電話会社の対策サービスやセキュリティソフト等を活用
しましょう。また、IDやパスワード等の使い回しはしないようにしましょう。

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

20日
21日

4月 4日

科

宮地クリニック（小・内）得
本
医
院
栗原
☎22 - 8855 向島
☎45 - 0555
おぐら小児科（小・内）住 元 整 形 外 科 医 院
高須
☎20 - 2370 栗原西２ ☎22 - 3800
西 医 院 （ 内 ・ 小 ）坂上整形外科クリニック
手崎
☎23 - 2437 向東
☎45 - 3800
宇根クリニック（小・内）く さ か 整 形 外 科
高須
☎47 - 4111 美ノ郷 ☎48 - 4870
土本ファミリークリニック（小・内） 上 野 整 形 外 科
向島
☎44 - 0246 高須
☎46 - 0080
板阪内科小児科医院（内・小） 板阪整形外科クリニック
西久保 ☎37 - 3803 高須
☎56 - 0506

月

日

3月14日
20日
21日
28日
4月 4日
11日

歯

科

吉 田 歯 科 医 院
東久保 ☎37 - 1892
石 井 歯 科 医 院
山波
☎4 6 - 4 4 7 8
板 阪 歯 科 医 院
高須
☎5 5 - 0 0 0 7
井上 歯 科 クリニック
久保２
☎3 8 - 2 0 8 0
えみこどもデンタルクリニック
高須
☎31 - 2418
大 元 歯 科 医 院
尾崎本 ☎37 - 3332

芸術・文化

11日

診療時間： 9：00～13：00（時間厳守）
外

スポーツ

28日

お か はし 内 科 医 院
三軒家 ☎22 - 2262
木
曽
病
院
神田
☎23 - 5858
加納内科消化器科
高須
☎47 - 3200
か つ たにクリニック
栗原西１ ☎38 - 2511
藤 田 内 科 医 院
長江１
☎20 - 7133
山
本
医
院
向島
☎44 - 0308

小児科系

子育て

3月14日

内科系

健康・福祉

尾道市医師会当番医

くらしの窓

■ 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）

!

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
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2

3

今年は静かに熱く

「コロナは外！福は内！」今年も恒例の西國寺節分会の
豆まきが行われました。コロナ禍中ということで、福をも
たらす年男たちはマウスシールドを着用し、参拝客はマス
ク姿で静かにお福を受け取っていました。
節分は立春の前日に行われるものですが、地球が太陽
を1周する時間が365日ぴったりでなく毎年少しずつずれ
ていくため、今年の節分は1897（明治30）年以来124
年ぶり2月2日になりました。
（西國時は例年どおり実施）

2

18

尾道ブランドの「わけぎ」登場

いちじく、トマト、桃、スナップエンドウ、ぶどうに続き、
「わけぎ」が尾道ブランド農産物に認証され、ブランドマー
クを付けて出荷が始まりました。
わけぎはユリ科のネギ属で、ネギとシャロットを交雑し
た野菜です。尾道は全国一の生産量を誇り、中でも向島町
岩子島が最も栽培が盛んです。JA尾道市わけぎ部会長の
奥本浩己さんは「尾道ブランドでわけぎをアピールし、産
地を盛り上げたい！」とお話しされました。

2

16

確定申告のついでに
マイナンバーカードを

尾道税務署でこの日から始まった確定申告の会場に、
マイナンバーカードの申請出張所が開設されました。訪
れた男性は「前々から作りたいと思っていたけど、ついつ
い行きそびれてしまっていた。カードだと免許証と一緒
に持ち歩けるので助かります。」と大喜びでした。
令和３年３月末までに交付申請をすれば、キャッシュ
レス決済サービスでポイントがもらえる「マイナポイント」
の申し込みができます。

2

18

大規模災害に備え、
空からの支援を強化

大地震や大雨、林野火災など、大災害時の被害を減ら
すため、消防局と広島県防災航空隊が連携して訓練を行
いました。過去に因島消防署管内でも発生したことのあ
る林野火災等に備えて広島県防災ヘリコプターにより上空
から散水して消火を行う訓練や、孤立した人を救助するた
めにヘリコプターから隊員を吊り上げたり下げたりする訓
練などを行い、有事の際の連携力を高めました。
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