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高校生× 病院 × 鉄工会社
共同プロジェクト「 因ノべーション」がスタート
イ ン

因島高校、因島医師会病院、因島
鉄工株式会社の3者が共同し、日常
生活動作に困っている人の生活の
質を向上させるモノやサービスを発
案・製作する新しいプロジェクトが
開始しました。7月4日㈪、それぞれ
の代表が市役所を訪れ、市長へ意
気込みを語りました。
このプロジェクトは、
「福祉・介護・リハビリ」をテーマに、高校生が新し
い視点で出したアイデアを、病院が専門的な視点から知識を提供し、因島
鉄工が技術を駆使して製品の製作をするというものです。
プロジェクト内容は、インスタグラム（@innnovation_innoshima）で
随時発信しています。

安全・安心なまちづくりのために包括連携協定を締結

芸術・文化 ------------------------------------------------------- 17

7月20日㈬、佐川急便株式会社と
災害対策及び地域の安全に関する
包括連携協定を締結しました。災害
時における物資の輸送等の物流支
援のほか、平常時においても配達業
務時の高齢者・子どもの見守り等の
協力を受けるものです。これにより、
防災体制の強化を図り、安全・安心
なまちづくりを進めます。

音楽のまちづくりギャラリーコンサート／尾道市民囲碁大会 他
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人の動き［ 7月28日現在］

※
（ ）
内は前月比。

64,244世帯 （－19）
人口 男性 63,315人 （－49）
女性 67,517人 （－59）
計

130,832人（－108）

市内の交通事故

今月の納期限

［ 7月28日現在］

令和４年広島県
交通安全年間スローガン
ゆるさない
ハンドル・スマホの 二刀流

件 数
負傷者
死 者

8 / 31 ㈬

市 県 民 税 ②

132件（＋22） 国民健康保険料②
117人（＋26） 介 護 保 険 料 ②
1人 （－3） 後期高齢者医療保険料②

市長表敬訪問／敬称略

令和４年度全国高等学校
総合体育大会ソフトテニス
競技大会
令和４年度全日本高等学校
ソフトテニス選手権大会

（８月１〜４日＝愛媛県）
尾道学園ソフトテニス部

※
（ ）
内は前年比。

今月の表紙
7月23日㈯、水尾町
の水祭りが３年ぶりに
開催されました。江戸後
期に始まったとされる熊
野神社の例祭で、水を
吹く細工人形が涼やか
な夏の風 物詩になって
います。
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

第22回全日本少年少女
空手道選手権大会
（８月10・１１日＝東京都）
青垣 希奈（土堂小6年）
島谷 朋弥（山波小4年）
島谷 美里（山波小1年）

第23回ダイハツ全国小学生
ABCバドミントン大会
（８月12〜14日＝熊本県）
鵜久森 朔太朗（土堂小2 年）

■広報おのみち８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。

―

尾道市歴史的風致維持向上計画

年度から行ってきた「尾道市

年間の取り組みの歩みや、
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歴史ある景観 と
思 いを、これからも

今回の特集では、平成

歴史的風致維持向上計画」

- ９
- ２２３）
- ７
- ４２５）

地域に住む人の街への思いなどを紹介します。

まちづくり推進課（☎︎０８４８

文化振興課（︎☎０８４８

20 38

10

景観と歴史・文化を活かしたまちづくり
尾道市には、中世から近世にかけての寺社をはじめとした建造物が数多く残り、
歴史的建造物や町並みを舞台に、地域ごとに祭礼・行事が営まれています。これら
の歴史的建造物と祭礼・行事に加え、坂のまちや瀬戸内海の多島美といった地域
の環境と景観が一体となり、尾道市固有の「歴史的風致」を形成しています。
この「歴史的風致」を守り続けるため、市では文化財を生かしつつ、
文化財と都市計画、景観とまちづくりの相互が連携した取り組みを進
めています。
特に、国宝・浄土寺と尾道 駅周辺の斜面地と市街地を中心とする
「尾道・向島歴史的風致地区」と、国宝・向上寺三重塔と瀬戸田港周辺
の市街地を中心とする「瀬戸田歴史的風致地区」の2地区を重点区域
に設定し、積極的なまちづくりを進めています。
「歴史的風致維持向上計画」は、平成24年に国の認定を受け、第1期
計画がスタートしました。令和4年度からは、第2期計画に基づき、取り
組みを継続していきます。

広報おのみち・令和 4 年 8月
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2つの重点区域を中心とした 4 つの取り組み
「尾道・向島歴史的⾵致地区」、
「瀬⼾⽥歴史的⾵致地区」の２つの重点区域で取り組んできたまちづくりの
一 例を紹介します。

1

歴史的建造物の保存・修理

重要文化財建造物の保存修理と防災工事を行っています。
浄土寺、西國寺、常称寺では、建造物の保存修理工事を行い、その後の公開活用が進められています。
また、浄土寺、西國寺、西郷寺で総合防災工事を行い、防災訓練等を含めて、文化財及び周辺の防災体制の整備に
取り組みました。

2

市街地の環境・景観の保全・形成

■ 通りや小路を情緒ある道に

整備前

整備後

良好な市街地環境の形成と、寺社等の歴
史的建造物を回遊するネットワークの形成を
目的に、通りの舗装と側溝の美装化を行って
います。雰囲気を良くするだけでなく、フラッ
トな路面で車いすやシニアカーでも行き来し
やすく、また、水はけも良くなっています。

■ 良好な街並みの形成
歴史的建物等の外観の修理・修景
建築後長期間年数が経過し、歴史的資料等のあ
る建物や工作物の外観を修理・修景整備する場合
に、経費の助成を行っています。
沿道建造物等修景
美装化された通りに面する建物や工作物の外観を
修景整備する場合に、経費の助成を行っています。

VOICE

老朽危険建物除却
使用されず適正に管理
されていない老朽危険建
物を除却する場合に、経費
の助成を行っています。

地域のまちづくりに携わる⽅々にお話を伺いました。

浄土寺 住職

小林 暢善さん
（東久保町）

4

空き家再生
空き家を改修して居住
する場合に、経費の助成を
行っています。
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尾道の市街地は、焼き討ちや空襲を免れており、江戸時代からの街並みが守られています。その上
に、鉄道の敷設や国道2号の開通など、様々な変化が積み重ねられ、今の特徴的なまちが形成されて
きました。
今もまちなかには祠や社などが残り、また、多くのお祭りが継続して行
われており、昔からあるものを守りたいという意識が現代にも培われてい
ると思います。
平安時代に大田庄の倉敷地となり850余年、時代はどんどん変化しまし
たが、変わらない地元の人の支えがあり、尾道のまちの息吹が受け継がれて
いると感じます。これからも、伝えられてきた歴史的遺産を大切に守りなが
ら、住んでいる人も、訪れる人も、心和むまちになれば良いなと思います。

まちなかの回遊性の向上

「居心地が良く、歩きたくな
るまちなか（ウォーカブルな空
間）
」の形成に向けて、道路や
水路の修復、手すりの設置な
ど、歩行環境の向上を図って
います。

■ 夜間にも楽しめる街に

「多⾔語総合案内板」や、寺
院敷地内への「多国語⾳声設
備」の設置など、外国⼈観光
客を含めた来訪者に対して⽂
化を伝える⼯夫をしています。

■ 地域の歴史や文化の体験

重点区域内にある文化財などを調査するとともに、歴史文化を
体験する機会の創出や、情報提供を行っています。
市内の小・中学生を対象に、縄文土器づくり・勾玉づくり体験
や文化財めぐりツアー、洋上セミナー等、
「尾道市文化財愛護少
年団事業」を実施し、子どもたちに地域の歴史文化の魅力を伝え
ています。
また、文化財講座や文化財めぐりを行ったり、歴史文化読本を
作成し、日本遺産を含めた地域の歴史文化の普及を進めています。

▲ 市内の小・中学生を対象に、フェリー
や高速船を使って近隣の文化財など
を見学・体験する「洋上セミナー」

レトロ街灯の整 備や、歴史的
建造物・通りのライトアップを⾏
い、夜の尾道の観光や、地域に住
む⼈にも夜道が歩きやすくなるよ
うにしています。

■

調査と活動⽀援、普及啓発

⺠俗芸能の担い⼿の確保・育成
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■

⽂化を様々な ⼈へ伝える

■

ウォーカブルな空間の整備

3

神楽や太鼓踊り等、市内で行われてい
る民俗芸能活動の保存団体への活動支
援を行っています。

▲ 市内の歴史や仏像、建造物などの

様々な文化財をテーマとした「文化
財講座」

私が店を構えている「しおまち商店街」の周辺では、新しい宿泊施
設や入浴施設が出来たり、瀬戸田港に寄港する新たな観光船が就航
したりと、ここ数年は変化の多い時期でした。
同じ時期に、商店街に面する通りを石畳風に舗装する市の道路美装
化事業が行われ、まちの変化を後押ししてくれました。雰囲気を良くする
だけでなく、実用性にも優れていて、商店街の人たちからも好評です。
近頃、
「しおまち商店街、何かかわってきょーるな」というのが瀬戸
商店街の輪 会長

山口 広三 さん
（瀬戸田町）

田の人たちにも伝わってきていると感じています。これからも、お寺や
港、レトロな商店街など、昔からあるものや雰囲気を大事にしつつ、地
元の人にも愛され続けるように、まちを活性化していきたいです。
広報おのみち・令和 4 年 8月

5

新型コロナウイルス
（７月29日現在）

ワクチン接種のお知らせ
▲ 市HP

※最新情報は市HPをご覧ください。

医療従事者・高齢者施設の従事者なども
4回目接種の対象となりました

■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

従来の対象者に加え、重症化リスクが高い多くの人に対してサービスを提供する医療機関や高齢者
施設・障害者施設等の従事者も４回目接種の対象となりました。
市内の医療機関や高齢者施設等に従事する人は事業所ごとにまとめて申請、市外の医療機関や
高齢者施設等に従事する人は個人での申請が必要です。
尾道市に住民票があり、市外の医療機関や高齢者施設等に従事する人は、QRコード、または尾道
市コールセンター（☎︎0570 - 001-297）へ接種券発行の申請をお願いします。

▲ 電子申請

武田社ワクチン（ノババックス）の接種を
希望する人へ
従来のファイザー社製・モデルナ社製のワクチンに加え、武田社ワクチン（ノババックス）が薬事承認
されました。
尾道市内でのノババックスの接種情報について、詳しくは、尾道市HPをご確認いただくか、尾道
市コールセンター（☎0570 - 001- 297）までお問い合わせください。
対象  18歳以上の人（１・２・３回目接種）または12歳以上17歳以下の人（１・２回目接種）
※ただし、以下に該当する人を優先します。
●アストラゼネカ社のワクチンを2回接種済の人

▲ 市HP

●PEGアレルギー等でmRNAワクチンを接種できない人

マイナンバーカードを使って接種証明書を
コンビニで受け取れます
接種証明書のコンビニ交付サービスが、７月26日から開始されました。スマートフォンを持っていない
場合や、休日に急ぎで紙の証明書が必要になった場合などに便利です。マイナンバーカードを持参し、
証明書交付に対応した端末のあるコンビニでご利用ください。
（市内では、８月17日から一部のコンビ
ニで利用開始となる予定です。）
※海外用の接種証明書は、令和４年７月21日以降に自治体窓口やアプリで接種証明書を取得している
場合のみ、コンビニ交付が可能です。
対象事業者 ㈱セブン- イレブン・ジャパン など。詳細は市HPでご確認ください。

▲予防接種証明書
の発行について

●従来どおり、ワクチン接種時に交付された「接種済証」や「接種記録書」も、日本国内での接種事実の証明として使用で
きます。また、昨年12月から開始した「接種証明書アプリ」でも、マイナンバーカードとスマートフォンを使用し、国内用と
海外用の電子証明書を取得できます。

健康推進課（専用ダイヤル）
（ 0848 -23 - 6760／平日9：00〜12：00、13：00〜17：00）

持参物
締切
電子メール
ホームページ

お問い合わせ先
● 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／土・日・祝日を含む 8：30〜17：15
● 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／土・日・祝日を含む 24時間対応
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※聴覚障害等で電話やWEB
での相談、予約が難しい人
は尾道 市健 康推 進 課まで
ＦＡＸにてご相談ください。
（ 0848 - 24 -1966）

新型コロナウイルス

支援情報

運送事業者の事業継続を支援します（運送事業者緊急支援金）
原油価格高騰に直面する道路貨物運送事業者の事業
継続を支援するため、事業用貨物車両（緑・黒ナンバー）
の所有台数に応じて支援金を給付します。
対象事業者
市内に本社と事業所を置き、道路貨物運送事業を営む
中小法人・個人事業主
商工課（ 0848 -38 - 9183）

支援金額
一般（特定）貨物自動車運送事業（緑ナンバー）
１台につき 50,000円
貨物軽自動車運送事業（黒ナンバー）
１台につき 25,000円
９月30日㈮

水道料金の一部を減免します
コロナ禍における物価高騰等総合緊急対策として、令和４年８･９月
請求分の水道料金のうち、基本料金を免除します。
※この減免措置の申請は不要です。
減免内容
すべての水道使用者の、水道料金の基本料金を２カ月分免除
※下水道使用料の減免はありません。

減 免 額
基本料金（１カ月あたり、税込額）
家事用   1,023円
業務用   2,189円
湯屋用 16,940円

上下水道局お客様料金センター（ 0848 -37- 9300）

おのみちGO！GO！キャンペーン（第２弾）
市内の登録宿泊施設に泊まると、1人あたり5,000円
の特典（宿泊2,000円分割引、飲食店1,000円分×2枚
とお土産店1,000円分×１枚のクーポン券付）を5,000
人泊分提供する観光キャンペーンを実施しています。
おのみちGO！GO！キャンペーン事務局
（ 084 - 926 - 0308）

利用期間   ７月23日㈯〜10月1日㈯
※キャンペーン内容や対象となる宿泊施
設、クーポン券が使用可能な飲食店・
お土産店など詳しくはHPでご確認く
ださい。

▲ 市HP

「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」
の申請は済みましたか？
コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策として、生活に困っている人への支援を強化するため、
住民税非課税世帯等に対し、１世帯あたり10万円の給付金を支給しています。
申請期限を過ぎると給付金は受け取れません。対象となる人は、期限までに必ず提出してください。
※令和３年度の本給付金を受給した世帯及び受給した世帯主であった人を含む世帯は、支給対象外です。
（再度、支給されるものではありません。）
■ 令和4年度から新たに住民税非課税になった世帯
①世帯主宛てに市から確認書が届いた世帯

市から送付された確認書に必要事項を記入し、同封の
返信用封筒で返送
９月26日㈪
② 令和4年度の課税状況が確認できない人や、令和３年12月
11日以降に尾道市に転入した人が世帯内にいる場合
７月中旬に、市から対象となる可能性がある世帯の世帯
主へ送付している申請書により申請
９月30日㈮

■ 家計急変世帯
③ ①②以外の世帯で、令和4年1月以降に新型コロ

ナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
世帯員全員の住民税が非課税水準以下になった
世帯
申請書により申請 ※様式は市HPに掲載している

ほか、
コールセンターに電話で郵送依頼もできます。

９月30日㈮
〒722- 8501 久保一丁目15 -1 住民税非課税
世帯等に対する臨時特別給付金担当 宛て

尾道市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
）
（ 0120 -77- 4302／8：30〜17：15 ※土・日・祝日を除く。

広報おのみち・令和 4 年 8月
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「尾道市マリッジサポートセンター」が
スタートしました

■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

結婚を希望しながらも、なかなか
異性と出会う機会の少ない独身男女
の交際のきっかけとなる出会いの場
を提供するために、尾道市マリッジ
サポートセンターを開設しました。
結婚を前提に出会いを求める皆さ
んの登録をお待ちしています。

■ 対象

①市内に住民票がある人か市内に勤務する未婚者のうち、満40歳未満の人
②結婚を前提としてサービスを利用する意思のある人
③婚姻後も市内に居住する意思のある人
④国税や地方税に滞納がない人（納税状況を市が確認することに同意する人）
⑤暴力団員、暴力団関係企業の構成員などではない人
※お子さんの結婚を心配している親等からの問い合わせも受け付けています。

■ 尾道市マリッジサポートセンター専用プラン（税込）
入会金
月会費

通常料金 115,500円 → 専用プラン 57,750円
通常料金   17,600円 → 専用プラン   8,800円

▲ 尾道市マリッジ
サポートセンターHP

尾道市マリッジサポートセンター事務局
（株式会社ツヴァイ広島店内 082- 544 -1281）

持参物
締切
電子メール
ホームページ

蜜蜂を飼育される皆さんへ
転飼許可はお済みですか

金曜は午後7時まで市民課
関係窓口を時間延長します

令和5年度に蜜蜂を移動して飼育す
る人は、転飼許可が必要です。
「転飼
許可申請書」を期限まで
に提出してください。

本庁市民課、因島総合支所市民生
活課
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）

提出期限  9月30日㈮
※詳細はお問い合わせください。
広島県東部畜産事務所畜産振興課
経営グループ
（ 084 - 921-1311（内3906）
）
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対象者には提出書類を送付していま
す。期限までに提出してください。
8月31日㈬
子育て支援課、各支所（浦崎・百島
支所を除く）の窓口に本人が持参
次の要件に該当し、手当を受給
していない人はお問い合わせくだ
さい。※所得制限あり。
対象・支給要件
・対象児童の父母が離婚（事実婚
解消を含む）
・父か母が死亡、生死不明
・父か母に重度の障害がある
・父か母が1年以上拘禁されている
・父か母から1年以上遺棄されて
いる
・父か母が保護命令を受けた
・婚姻によらず生まれた
※児童とは18歳年度末までの子。
中度以上の障害の場合は20歳
未満の子。
子育て支援課
（ 0848 -38 - 9205）

※入会から６カ月間限り。

様々なマッチングプランや婚活イベントにより出会いの
場を提供します。
〇申込方法等、詳しくはHPをご覧ください。

児童扶養手当
現況届を忘れずに

障害のある人への手当てを
ご存じですか？
対象となる人で支給要件に当てはま
る人は、申請により手当を受けることが
できます。申請方法等詳しくはお問い
合わせください。※所得制限あり。
■特別児童扶養手当
身体・知的・精神におおむね重度ま
たは中度の障害のある20歳未満の
児童を監護している保護者
■特別障害者手当
20歳以上で常時特別な介護を必要
とする在宅の重度障害者
■障害児福祉手当
20歳未満で常時介護を必要とする
在宅の障害児
すでに手当を受給している人は、
現況届の提出が必要です。
対象者へ、8月10日㈬に案内を
送付しています。期限までに提出し
てください。
9月12日㈪
社会福祉課（ 0848 -38 - 9125）

日曜にも受け取れます
マイナンバーカード

マイナンバーカードの
交付申請書を再送付します

8月28日㈰、９月11日㈰
8：30〜12：00

マイナンバーカード未取得の人に、QRコード付きの
交付申請書を再送付します。まだお持ちでない人は、
この機会に申請をお願いします。
マイナンバーカード未取得の人

※次は９月25日㈰ です。

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
本庁市民課のみ

※ 75歳以上で後期高齢者医療広域連合から申請書を送付
された人、令和４年中に出生・国外転入した人等は除く。

発送時期  ９月上旬まで順次

※市民課以外の各支所が交付場所になっている人は、交付日

※早期のカード受取を希望する人は、市民課、各支所で申請
書の再発行の手続をしてください。

の４日前までに交付場所変更の連絡をしてください。

・マイナンバーカード交付通知書（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 - 9166）

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

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）

ちゅうしゃばり

月・木曜日が「燃やせるごみの収集地域」のみ収集します。
※燃やせるごみ以外の収集はお休みです。
※ごみ・資源物・粗大ごみの持込受付はありません。

注 射針などは
ぜったい

だ

ちゅうしゃばり

だ

ごみに出 して

■8月の休日ごみ・資源物 持込受付

よ

良 いの？

※対象は家庭ごみ。

8：30〜11：00

だ

南部清掃事務所

もの

ごみとして出せない物
ちゅうしゃばり

・注 射針

8：30〜12：00

てんてきばり

イスの布カバー張り替え教室
100円（1脚）

1人

張替用布、スポンジ

９／ ２㈮
ダンボールコンポスト講習会
13：30〜15：00
600円
2人
ダンボール箱２個

ちゅうしゃき

できない注 射器

やっきょく

薬 局へ
そ う だ ん

ご相 談 ください。

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

９月の出張販売
9／  3 ㈯ 10：00〜14：00   市民センターむかいしま
9／  ９ ㈮ 10：00〜14：00   道の駅クロスロードみつぎ

談

８／24㈬
ＥＭ活性液講習会
13：30〜14：00
2人
米のとぎ汁

はず

か ん

相

８／21㈰
13：30〜

と

い りょう き

医療機関
または

情報アラカルト

環境資源リサイクルセンター

はり

・針の取り外しが

し ょ ほ う

処 方 された

芸術・文化

・点 滴針

瀬戸田名荷埋立処分地
持込の際は、危険ですので、場内での徐行をお願いします。
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。

スポーツ

御調清掃センター
尾道市クリーンセンター

28日㈰

出 さないでください!!

注 射針は

市内全域、暦どおり、ごみを収集します。

ごみとして絶 対に

子育て

■お盆のごみ収集

27日㈯

健康・福祉

■8月11日（山の日・祝日）のごみ収集

くらしの窓

〜天ぷら油は
ネジ式キャップの
ペットボトルへ〜

【交付申請書・受取について】
市民課（ 0848 -38 - 9166）
【その他マイナンバーについて】
情報システム課（ 0848 -38 - 9308）

9／13 ㈫ 10：30〜14：00   因島総合支所１階デッキ
9／14 ㈬ 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 4 年 8月
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マダニが媒介する感染症に注意！
今年6月、尾道市内で、マダニに咬まれたことによる「日本紅斑熱」での死亡例が発生しました。ダニがウイルス
や細菌などを保有している場合、咬まれた人が「日本紅斑熱」や「重症熱性血小板減少性症候群（SFTS）」など
の病気を発症することがあります。
マダニは春から秋にかけて活動が盛んになります。次の事項に注意し、特に農作業や墓参り、レジャーなどで森
林や草むらに入る場合には、咬まれないよう対策をしましょう。

■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
持参物
締切
電子メール
ホームページ
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■マダニ等から身を守る服装
（肌の露出を少なくする）

首にはタオルを巻くかハイネックの
シャツを着用しましょう
長袖、長ズボン、帽子を着用しましょう

シャツの裾はズボンの中に
入れましょう

シャツの袖口は軍手や手袋の
中に入れましょう

ズボンのすそは靴下や長靴に
入れましょう

■ 帰宅後はマダニ等に咬まれていないか確認し入浴やシャワーで洗い流しましょう。
■マダニ等に咬まれた時は、無理に引き抜こうとせず医療機関で処置してもらいましょう。
■マダニ等に咬まれた後、2週間程度は体調の変化に注意し、発熱等の症状があればすぐに受診してください。
※肌の露出を少なくする服装で、より熱中症にかかりやすくなりますので、普段以上に水分補給とこまめな休息を
心がけましょう。
健康推進課（ 0848 -24 -1961）

効果的なやせ方がわかる
メタボ脱出セミナー
脂肪がエネルギーになるには？
メタボ予防の生活改善のポイントを学びます。
8月27日㈯ 10：00〜11：30
因島総合福祉保健センター
関心のある人どなたでも
分子整合栄養アドバイザーに
私たちの身体は口から食べた栄養
よる講習会
素でつくられています。食べたもの
講師  廣川益子さん
が身体の中でどのように変化し、ど
（栄養コンサルタント株式会社
グリーンリィーフ代表取締役）
う使われているのでしょうか？脂肪
筆記用具
がエネルギーになるには？健康への
健康推進課
（ 0848 -24 -1962）
広報おのみち・令和 4 年 8月

ステップをお伝えします。

自死遺族の分かち合いの集い
大切な人を自死で亡くされた人が、
普段は言えないことを話せる、分かち
合いの集いです。
※秘密は厳守します。
※治療や指導は行いません。
8月28日㈰ 14：00〜16：00
アンテナ・コーヒーハウス
（東土堂町11- 3）
ご家族・親戚を自死で亡くした人
300円
アンテナ・コーヒーハウス
（ 0848 -22-2080）

こころとからだの
リフレッシュセミナー
コロナ禍のセルフケア
〜ストレスへの対処法を増やそう〜
９月６日㈫ 13：30〜15：30
御調保健福祉センター
概ね40歳以上の人
公認心理師によるこころのお話
20人
筆記用具
8月26日㈮
御調保健福祉センター
（ 0848 -76 -2235）

食中毒に注意しましょう
食中毒を起こす細菌は、20〜50℃の温度帯でよく増えます。夏場は気温
や湿度が高く細菌が増えやすいため、特に食中毒に注意が必要です。
食中毒予防の3原則できていますか？

くらしの窓

■菌をつけない
・調理の前や食べる前には必ず手洗い！
・生で食べる野菜はしっかり洗いましょう
・肉や魚を扱った後のまな板や包丁は、洗って消毒！
■菌をふやさない
・冷蔵、冷凍が必要な食品はすぐに冷蔵庫、冷凍庫に入れましょう
（買い物の際には，保冷バッグや氷の活用を！）
・作った料理をすぐに食べないときは冷蔵庫で保管しましょう
また、時間が経ったら思い切って捨てましょう
■菌をやっつける
・食品は中心部まで十分に加熱を！
（目安は中心の温度が75℃で１分間以上）
詳しい情報は、広島県HPの「家庭における食中毒予防」
をご覧ください。
▲ 県HP
広島県東部保健所生活衛生課（ 0848 -25 - 4642）

こころの相談

●アレルギー疾患相談
8月16日㈫、9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）
前日までに要予約
●精神保健福祉相談
（精神科医師による相談）
9月21日㈬ 13：30〜15：30
広島県東部建設事務所三原支所
9月13日㈫
●B型・C型肝炎ウイルス検査
9月15日㈭
※予約時に名前・連絡先が必要。
検査結果は次週。
9月9日㈮
●HIV抗原抗体検査・梅毒検査
9月15日㈭
前日までに要予約（匿名可）
。
検査結果は当日。
広島県東部保健所保健課
（ 0848 -25 -2011）

芸術・文化
情報アラカルト

相
談

広報おのみち・令和 4 年 8月

スポーツ

●こころの健康・ひきこもり相談
（ 各日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）
もの忘れ何でも相談
■総合福祉センター
（前日までに申込）
■御調保健福祉センター
8月18日㈭・30日㈫、9月15日㈭
※要申込、個別相談。
13：30〜16：30
8月18日㈭ 13：30〜15：00
担当  公認心理師
認知症状のある人を介護している家
健康推進課（ 0848-24 -1962）
族、
認知症に関して不安や悩みを抱
■因島総合支所
（１週間前までに申込）
えている人
9月2日㈮ 13：30〜16：30
北部地域包括支援センター
担当  精神科医師
（ 0848-76-2495）
因島総合支所健康推進課
（ 0845 -22-0123）
高齢者のなんでも相談会
●こころの相談
（前日までに要申込／ 2人）
8月24日㈬ 10：00〜12：00
■御調保健福祉センター
（毎月第４水曜日）
8月24日㈬ 13：30〜15：30
イオンスタイル尾道 東入口
こころの悩みのある人かその家族
65歳以上の高齢者やその家族
担当  公認心理師、保健師
もの忘れ相談、生活相談、介護保
御調保健福祉センター
険その他困り事相談など
（ 0848 76 2235）
尾道市地域包括支援センター
成人健康相談（要予約）
（ 0848 - 56 -1212）
西部地域包括支援センター
■因島総合福祉保健センター
9月20日㈫ 14：00〜15：00
（ 0848 -21-1262）

東部保健所での相談（要申込）

子育て

健診結果説明、健康・栄養相談、
体組成測定（骨密度測定なし）
9月16日㈮
健康推進課
（ 0848-24-1962）

健康・福祉

健康相談など
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尾道市健康づくり・食育に関する
アンケート調査を実施します

■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

市が策定した「第二次健康おのみち
21見直し計画」
「第三次尾道市食育
推進計画」
「尾道市自殺対策推進計
画」の評価を行い、次期計画づくりの
資料とするため、アンケート調査を実施
します。回答のご協力をお願いします。
無作為に抽出した20〜80歳代の
市民（約2,900人）
調査時期 9月
調査方法 対象者へ郵送により調査
票を配付します。調査票に記入し返
送するか、スマートフォンやタブレッ
トで調査票のQRコードを読み込み
インターネットで回答もできます。
９月20日㈫
健康推進課
（ 0848 -24 -1962）

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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献体にご協力ください
献体とは、医学教育と研究、そして
後世の人間育成のため、自らの意思
により、死後の自分の体を無利益・
無報酬で提供することです。
「解剖実習」は、人体の構造を知る
ために大切な学問です。医学・歯学の
発展のため、ご理解とご協力をお願
いします。
くすのき会（川崎医科大学事務
部庶務課内 086 - 462-1111）
ともしび会（岡山大学医学部内
086 -235 -7092）

109

成人集団健診
実施日

場

10／ 4㈫

因島総合福祉
保健センター

10／ 5㈬
10／13㈭
10／14㈮

所

サンボル尾道（向東）

申込締切

8／25㈭

9／ 2㈮

10／27㈭
総合福祉センター

10／28㈮

9／15㈭

10／29㈯
集団健診専用コールセンター
0120 - 489 -203
（平日9：00〜17：00）
尾道市健康診査お知らせ、市HP、電話で

コロナ禍が続いている今こそ、見逃さないで！
お口の変化！
！

「会話の減少で口を動かす事が少なくなった」、
「マスク生活で喉の渇きを感じにくく水分摂取が減った」な
ど、生活様式の変化により口腔内が乾燥し細菌が増えやすくなっています。口腔内の乾燥は薬やストレスなど
の影響によるものもありますが、口腔機能が低下している？と疑うことも必要です！

こんな事はありませんか？チェックしてみましょう。

□ 硬いものが噛みにくくなった
□ 口が渇く

□ むせる・食べこぼす
□ 滑舌が悪い

□ 口臭がある
□ 舌の上に白苔がある

当てはまる場合は、オーラルフレイル（口腔機能の虚弱）のサインかもしれません。低栄養や筋力低下など
全身の機能低下へと進み、要介護状態や介護度の悪化につながる可能性が高まるため、これらのサインを見
逃さない事が大切です。また、日頃のセルフケアに加え、お口の体操や定期的な歯科健診、プロフェッショナ
ルケアを受けお口を健康に保ちましょう。

いつでもどこでも簡単に行えるお口の体操の紹介

唇を前と横に、

いー・うー・いー・うーと
しっかり動かす

頬をしっかり膨らます、

しっかり吸い込むを繰り返す

舌を前・右・左・上と
ゆっくり動かす

1口30回を目標によく噛んで食べる、しっかり頬を動かしてうがいを行う、新聞や本を声を出して読むなど
普段している事を少し意識して行うと、舌や頬など口腔周囲の筋肉が刺激され、口腔機能のよいトレーニング
になります。身近なことからやってみましょう！
公立みつぎ総合病院 歯科保健センター（ 0848 -76 -2235）
広報おのみち・令和 4 年 8月

皮膚・排泄ケア認定看護師のご紹介

39

認定看護師とは、特定の分野で

皮膚・排泄ケア認定看護師は、褥瘡（床ずれ）などの創傷

専門性を発揮し、看護の質を高め

（きず）
、人工肛門・人工膀胱などのストーマ、失禁など排泄へ

家族だけでなく、他の医療従事者

創傷ではきずが早く治る方法やきずにならないように予防方

る看護師です。そして患者さん、ご

からの相談に応じたり、知識と技

の専門的なケアを行います。

みつたに

ま

ほ

光谷 真 穂

法を提案し、実施します。ストーマではケアの指導や患者さん （皮膚・排泄ケア認定看護師）

術を広める役割があります。

の精神的サポートを行います。

師認定審査に合格し、尾道市立市

を使用されている患者さんは多くおられます。排泄行為が満足にできないことは自尊

認定看護師となった、光谷 真穂

たオムツやパットを使用できること、そして頻尿や失禁で普段の生活に困らないこと

今回は、令和３年度に認定看護

民病院で３人目の皮膚・排泄ケア

看護師をご紹介します。

心を傷つけ、生活の質の低下に繋がってしまいます。自分でトイレに行け、自分にあっ

などが満足度の高い排泄だと思います。

排泄に関して問題を抱える患者さんやご家族の思いに寄り添い、入院中も退院して

からもその人らしく生活できるように支援していきたいと思います。そのためには患者

さん、ご家族にとって気軽に相談できる身近な存在でありたいです。そして、院内だけ

尾道市立市民病院
（☎0848 - 47-1155 ㈹）

所

日

程

健診名

場

所

日

程

8月17日㈬・18日㈭
総合福祉センター
9月14日㈬・15日㈭
御調保健福祉センター 9月8日㈭
瀬戸田福祉保健センター 8月19日㈮

3歳児健診

子育て

※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。

スポーツ

8月24日㈬・25日㈭
8月18日㈭
9月13日㈫
8月19日㈮
9月7日㈬・8日㈭
9月8日㈭
8月25日㈭
8月19日㈮

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

健康・福祉

場

総合福祉センター
御調保健福祉センター
4カ月児健診
因島総合福祉保健センター
瀬戸田福祉保健センター
総合福祉センター
御調保健福祉センター
1歳6カ月児健診
因島総合福祉保健センター
瀬戸田福祉保健センター

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 （

くらしの窓

でなく在宅でもよりよい排泄ケアを提供できるよう活動の幅を広げていきたいです。

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

乳幼児健診
健診名

主に私は排泄ケアについて活動しています。頻尿や失禁で悩んだり、オムツやパット

相談・講習会
乳児健康相談
（要予約）

母乳相談
（要予約）

日

程

受付時間

対

象

備

考

総合福祉センター

８月22日㈪
９月12日㈪

9 ：20〜11：00

御調保健福祉
センター

８月18日㈭

13：30〜14：00

総合福祉センター

８月29日㈪

御調保健福祉
センター

９月13日㈫

13：20〜

令和4年3月〜7月生 ※対象児のみ
８人 ※託児なし
個別通知あり

総合福祉センター
※電話相談へ
変更の可能
性あり。

８月16日㈫
23日㈫
30日㈫
９月 6 日㈫
13日㈫

①13：30〜
②14：30〜

妊婦または出産後概ね1年6カ月
までの人（尾道市民） ※個別相談
2人 ※相談利用は1人2回まで
※託児無し

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

総合福祉センター

９月25日㈰

1人目妊娠中で妊娠6カ月以降の
妊婦・夫（尾道市民） 各回6組
※託児無し
9月9日㈮〜22日㈭

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

０〜12カ月の児
９：50〜10：00

（11：00まで）

①13：30〜13：45
（16：00まで）

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

８月28日㈰

9 ：00〜12：00

妊娠中の夫婦、パートナー
8／26㈮

妊娠届出書、本人確認できるもの

９月 ２ 日㈮

10：00〜11：30

4カ月児健診後〜1歳6カ月まで
の親子
3組

身体測定、子育て相談、親子ふれあ
い遊び、ハーフバースデイ写真撮影
母子健康手帳、バスタオル
広報おのみち・令和 4 年 8月

談

母子健康手帳
総合福祉センター
の交付（要予約）
ぽかぽかルーム
御調保健福祉
体重測定の日
センター
（要予約）

（14：30まで）

②15：00〜15：15

乳児の家族
※託児なし

身体計測、
育児・栄養相談、ふれあい
遊び
母子健康手帳、バスタオル

相

パパ☆ママ
準備スクール
（要予約）

所

情報アラカルト

離乳食講習会
（要予約）

場

芸術・文化

行事名
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10月から「子ども医療費」の
対象年齢を18歳まで拡大します 所得制限なし
10月１日から、子ども医療費の助成対象を、18歳までに拡大します。これまで、中学3年生までを
対象としていましたが、高校３年生相当に対象が広がります。

■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
持参物
締切
電子メール
ホームページ

14

見本

◀

この受給者証を窓口で提示する
ことで、支払いが自己負担額まで
になります。

■対象者

尾道市に住民票のある、０歳から高校３年生（18歳到達後の最初の3月31日まで）の子ども（平成16年
４月２日以降に生まれた子）
※中学卒業後、進学せずに働いている人なども対象です。ただし、保護者の扶養を外れているなどの人は対象と
ならない場合があります。
※ひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費、生活保護を受給中の子どもは対象外です。

■自己負担額は500円です

医療機関を受診するときに、健康保険証と「子ども医療費受給者証」を提示すると、医療費の助成が
受けられます。自己負担額は、１医療機関につき１日500円です。

※入院中の食事負担金、乳幼児健診、予防接種、保険外の費用などは対象となりません。
※１カ月１医療機関ごとの支払い限度日数（通院：月４日、入院：月14日）を超えての通院・入院にかかる費用は
無料になります。

■助成を受けるためには申請が必要です

今回、新たに対象となりそうな人へ、案内と申請書をお送りしています。届いていない場合は、お問い合わ
せください。

■申込 郵送もしくは子育て支援課、各支所の窓口で ※郵送での申請にご協力をお願いします。
子育て支援課（ 0848 -38 - 9112）

1人で悩まずご相談ください 子どもの人権110番
いじめや児童虐待、インターネットによるプライバシー侵害
などの被害にあっている子どもたちが発する信号をいち早く
キャッチし、問題の解決を支援するため、広島法務局と広島
県人権擁護委員連合会が開設している相談専用電話です。
８月26日㈮ 〜９月１日㈭は、全国一斉「子どもの人権110
番」強化週間として、受付時間を延長して電話相談を受け付
けます。

広報おのみち・令和 4 年 8月

■子どもの人権110番
（ 0120 - 007-110）
受付時間 8：30〜19：00

（土・日・祝日は10：00〜17：00）
※強化週間以外の受付時間は、8：30〜17：15
（土・日・祝日を除く）

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

向島deあそぼう
友達と交流しながら親子であそぼう
9月15日（木）
10：00〜11：30
市民センターむかいしま
未就学児と保護者
10組
9／8（木）13：30〜

子育てママの体のほぐし方を
学ぼう
9月28日（水）10：00〜11：30

未就学児のお母さん
10組（託児あり）
講師  山本久美子さん（助産師、整体師）
9／21
（水）13：30〜

子育て支援センター
「はっぴぃ」

子育て支援センター

ふれあいこちょこちょ
親子でできるあそびのヒント
9月22日（木）
10：00〜11：30

作って遊ぼう＆パネルシアター
敬老の日
9月15日（木）①9：00〜
②10：30〜

みかんちゃんとリトミック
9月21日（水）
10：00〜11：00

栄養相談
栄養士さんにきいてみよう
9月29日（木）
10：00〜11：30

産後ママのヨガストレッチ
9月27日（火）
10：00〜11：00

すくすくKIDS＆
子育て相談
9月29日（木）
10：00〜11：00

リフレッシュ体操
親子で楽しくわっはっは
9月5日（月）
10：00〜11：00

東尾道

☎0845 -22-1545

概ね7カ月〜1歳半の子と
保護者
10組
9／15（木）13：30〜

未就園児と保護者
各5組
9／1
（木）〜

7組程度
ハイハイまでの子と保護者
講師 嶋田萠菜さん
9／13（火）〜

未就学児と保護者（毎月実施）
食事（離乳食・授乳含む）の相談
や情報交換
随時受付中

子育て支援センター
「あしたばひろば」

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

ベビーマッサージ
9月12日（月）
10：30〜11：30

生と性のおはなし
9月2日（金）①9：30〜10：15
②11：00〜11：45

みつぎ

体を動かすわらべうた
9月17日（土）①9：30〜10：15
②11：00〜11：45

テーブルシアター
パペット・パペット
9月21日（水）①9：30〜10：15
②10：30〜11：15

未就学児と保護者
各5組
出演 にんぎょうげきひっぽさん
9／7
（水）〜

①1歳で歩ける子と保護者
②2歳〜未就園児と保護者
各5組 講師 村尾きみかさん
9／2（金）9：00〜

ベビーヨガで赤ちゃんの体の
ことを知ろう
9月22日（木）
10：30〜11：30
2カ月〜歩くまでの子と保護者
5組 講師 吉廣朱美さん
バスタオル
9／15（木）13：00〜

すくすく子育て相談
9月6日（火）
10：30〜11：45

みつぎいこい会館
月・火・水・金曜9：00～16：00
（祝日、年末年始を除く）

未就学児の保護者
4組程度
講師 保健師、子育て支援コー
ディネーター
8／22
（月）〜

ベビーマッサージ「ハハコ」
9月16日（金）①9：30〜10：15
②10：45〜11：30

わかばタイム
あかちゃんとママのゆったり時間
9月21日（水）
14：00〜15：00

☎0848 -76 - 0888

2カ月〜ハイハイ期の子と
保護者、妊婦
講師 前有里恵さん（保育士） 各5組
8／29（月）〜

2〜10カ月の乳児と保護者
5組程度
9／5（月）〜

芸術・文化

①0歳〜歩くまでの子と保護者
②歩ける未就学児と保護者
各5組 講師 たっちスタッフ
8／31
（水）〜

子育て支援センター
「みっけ」

リトミック
9月9日（金）①9：30〜10：00
②10：30〜11：00

スポーツ

未就学児の保護者、妊婦
旧向東支所内
各5人
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 吉葊朱美さん（助産師）
8／17
（水）〜
☎0848 - 45 -1305

2カ月〜歩くまでの子と
保護者
5組
講師 三浦好美さん（助産師）
9／5（月）9：00〜

1〜2歳の子と保護者
7組程度
9／15（木）13：30〜

子育て

絵本の読み語りと
ミュージック・ケア
9月27日（火）
10：30〜11：00

未就園児と保護者
7組程度
講師  村上清美さん
9／7
（水）〜

健康・福祉

子育て支援センター
「たっち」

2〜3歳の子と保護者
7組程度
講師  田中悦子さん
8／22
（月）〜

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）

未就学児の保護者
1組（託児あり）
未就学児と保護者
講師 韓彩路さん（臨床心理士）
6組程度
8／17
（水）〜
講師 瀬戸田図書館職員
8／17
（水）〜

向島

キラキラ親子体操
9月5日（月）
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
8／26（金）13：30〜

未就学児と保護者
旧東生口幼稚園
5組程度
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） 講師 上田里恵さん
8／17
（水）〜
☎0845 -28 -1345

心理士さんの子育て相談
9月20日（火）
10：00〜11：30

いんのしま

くらしの窓

生口島

タッチケア
赤ちゃんに触れながら絆を深めよう
9月2日（金）
10：00〜11：30

情報アラカルト

ひとり親家庭の交流会
陶芸体験

相

9月4日㈰ 10：00〜12：00
総合福祉センター
ひとり親家庭の人
※親だけの参加可。小学生以上なら子どもだけの参加可。
誰でも簡単に楽しめる「ひねろー陶芸」を体験します。

談

（作品は１カ月後の出来上がりになります。後日取りに来て
ください。
）

5組
1人 300円（材料代） マスク
8月27日㈯
母子・父子福祉センター（ 0848 -22- 8385）

広報おのみち・令和 4 年 8月
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尾道市スポーツフェスティバル
第35回市民ソフトバレーボール大会

■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
持参物
締切
電子メール
ホームページ
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4人制：9 月18日 ㈰ 9：00～
6人制：9 月25日 ㈰ 9：00～
長者原スポーツセンター
・市内在住か勤務地が市内の人
・尾道ライフソフトバレーボール連盟
登録チーム
●4人制
【ミドルの部】35歳以上、男女各2人で
160歳以上
【フリーの部】18歳以上、男女各2人
【クイーンの部】18歳以上、女性4人
●6人制
（令和4年度尾道ママさんバレーボール
連盟登録選手の参加は１チーム2人まで）
【女子フリーの部】満18歳以上、女性6人
【男女混成の部】満18歳以上、男女6人
（男性はコート内に2人以内）

行事案内

1チーム 2,000円
所定の申込用紙に記入のうえ郵送か
FAXで（HPからのダウンロード可）
8月26日㈮ 必着
向島町11098 -289
向島運動公園（ 0848 - 44 - 6700・
0848 - 44 - 6010）
http://www.onomichishitaikyo.org/

むかいしま女性サイクリング2022
～恋で走って島めぐり～
こ い

10月8日㈯ 9：00～12：00ごろ
集合場所  市民センターむかいしま
※車でお越しの際は、乗り合わせて来て
ください。
小学4～ 6 年生の男女、中学生以上の
女性
※小学生は保護者同伴。

■コース
A：風になるんじゃコース
約22㎞（中級者以上対象）
B：よもそろ・わくわくコース
約14㎞（初級者対象）
10人前後のグループになっ
て走行します。
※新型コロナウイルス感染
症の状況により中止する
場合があります。
A：20人、B：50人
大人500円、小学生250円（当日払い）
※ 自転車・ヘルメット貸出料は別途必要。
自転車、ヘルメット、飲み物
申込書を郵送かFAX、メールで
9月20日㈫
向島支所しまおこし課
（ 0848- 44- 0112
0848- 44- 2569）
mksm.okoshi@city.onomichi.hiroshima.jp

※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1日㈭ 第31回全日本実年ソフトボール大会
御ソ
8月16日㈫ 女子バスケットボール強化試合（8/17男子） び
2日㈮ 第31回全日本実年ソフトボール大会開会式 び
19日㈮ 第77回国民体育大会中国ブロック大会
御ソ
御ソ
第31回全日本実年ソフトボール大会
20日㈯ 三原ジュニアバドミントンクラブ対外試合 び
3日㈯ 第63回広島県高等学校新人陸上競技選手権尾三地区予選会（～9/4）び
尾道FC.B3PSJY交流大会（サッカー）
（8/27・8/28・9/10・9/11） び
広島県サッカーリーグHiFAユースリーグ
向
第11回天野カップ中学生ソフトテニス研修大会団体戦 び
第31回全日本実年ソフトボール大会
御ソ
び
第1回エンゼルカップ広島軟式野球大会
JリーグU-14サザンクロスA
因
広島県サッカーリーグHiFAユースリーグ
向
4日㈰ 全国社会人西ブロック男女優勝大会広島県予選会（バレーボール）び
JリーグU-14サザンクロスA
因
広島県社会人サッカーリーグ
び
第77回国民体育大会中国ブロック大会
御ソ
第45回西日本軟式野球大会尾道地区予選会 び
21日㈰ 令和4年度尾道市スポーツフェスティバル総合開会式及び第50回 び
向島町体育協会 ソフトボール9月大会
向
市民女子バレーボール大会及び第42回市民男子バレーボール大会
第47回広島県体育大会大道予選会（バスケットボール）長
U-13プログレスリーグ中国2022（サッカー）び
第1回尾道バスケットボール選手権会長杯 長
高円宮杯JFAサッカーリーグ2022HiFAユースリーグ（9/3）び
第31回全日本実年ソフトボール大会
御ソ
びんご地区社会人サッカーリーグ（9/4）
び
高円宮杯U-15プログレスリーグ2022（サッカー） 因
栗原平木山野球クラブ親善大会
び
いんのしまオープンソフトテニス大会
因
第378回月例会（テニス）
び
軟式野球大会
因
広島県サッカーリーグＨｉＦＡユースリーグ 向
5日㈪ 第31回全日本実年ソフトボール大会
御ソ
第47回市長議長杯ソフトテニス大会
向
7日㈬ 第39回尾道びんご会グラウンドゴルフ交流大会ペア大会 び
第77回国民体育大会中国ブロック大会
御ソ
10日㈯ 2022U-14サザンクロスA（サッカー）
び
軟式野球大会
因
中国地区大会広島県予選会
（バドミントン）
び
令和4年度姉妹都市今治市・尾道市少年スポーツ交歓大会（ミニバスケットボール） 長
令和4年度尾三地区高等学校ソフトテニス新人選手権大会（～9/11）び
25日㈭ 尾道高校ラグビー部近隣交流試合
び
広島県サッカーリーグHiFAユースリーグ
向
27日㈯ プログレスリーグU-13中国（サッカー）
び
全日本少年春季東部支部大会
（軟式野球）
因
親善試合大会（中国経済産業局）軟式野球 び
市町村共済組合広島県大会
（第１
日目）
御ソ
御ソ
第77回国民体育大会中国ブロック大会
11日㈰ 市P連親睦ソフトバレーボール大会
び
因島連盟主催大会（サッカー）
因
第24回尾三地区一般リーグ戦（バスケットボール）び
第7回尾道スポーツ少年団バレーボール交歓大会 長
3地区歯科医師会中国地方代表決定親睦野球大会
（軟式野球）び
令和4年度姉妹都市今治市・尾道市少年スポーツ交歓大会（軟式野球） 因
尾道市団体対抗テニス大会
向
28日㈰ 第55回全西日本競技ダンス尾道大会
び
広島県サッカーリーグHiFAユースリーグ
向
高円宮杯U-15プログレスリーグ2022（サッカー）
（9/11）び
令和4年度尾道市スポーツフェスティバル第15回小中学生バレーボール親善大会 長
第45回西日本軟式野球大会尾道地区予選会 び
12日㈪ 尾道年金受給者協会第23回G・G大会（グラウンドゴルフ）び
広島県サッカーリーグHiFAユースリーグ
向
全日本少年秋季東部支部大会（軟式野球） 因
第77回国民体育大会中国ブロック大会
御ソ
15日㈭ 尾道市グラウンドゴルフ協会尾道コスモス大会 び
軟式野球大会
因
因島連盟主催大会（サッカー）
因
長；長者原スポーツセンター（ 0848 - 48 - 5677）
29日㈪ 第76回ドリームオンライン中国テニス選手権（～9/5）び
向；向島運動公園
（ 0848 - 44 - 6700）
因；因島運動公園
（ 0845 - 24 - 3216）
び；こざかなくんスポーツパークびんご
御体；御調体育センター
（ 0848 - 76 - 2111）
（ 0848 - 48 - 5446） http://bingo-sportspark.com/ 御ソ；御調ソフトボール球場（ 0848 - 76 - 2111）
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わがまち♡スポーツ・尾道市マリンスポーツ推進事業

#onomichikaizoku

「尾 道 海 属」
お

の

み

ち

か

い

ぞ く

尾道をマリンスポーツの「聖地」に‼

尾道市は、今年度から本格的にマリンスポーツを盛り上げていきます。この事業では
マリンスポーツを海に関わる活動として幅広く考えています。
この取組を「尾道海属」と名付け、海に関わるいろいろな方と対話しながら事業を進めていきます。

尾道海属とは、立場を超え、海に集う仲間となり、協力しながら、海と親しみ、海を守っていること
住む人

訪れる人

思い思いにマリンスポーツを楽しみ、
多くの人が尾道でのマリンスポーツに
みんなが「尾道の海を愛し、海を守る」 興味を持ち、ファンが繰り返し訪れると
という思いを持ち、生き生きと語り、支 ともに、新たにマリンスポーツを好きに
えあっている。
なるきっかけを得る場所になっている。

マリンスポーツをする人や見る人
を歓迎し、笑顔でもてなしている。
マリンスポーツを支えるために、多
くの人が尾道を訪れている。

海事都市尾道の象徴「連なる島々と内海」が紡いだ歴史や文化に支えられ、マリンスポーツが
尾道ブランドとなり、海事産業の活性化を促し、尾道が賑わっている。

くらしの窓

尾道の将来

市内外の支える人

今年度の主な取組 … ホームページ作成、関係者ヒアリング、体験会や研修会実施、清掃活動等

生涯学習課（ 0848 -20 -7499）

健康・福祉

■特別展「40周年記念 ピングー展」

9：00～17：00（入館は16：30まで）
月曜休館（祝日は開館）

☎0848-23-2281

■夏季展「圓鍔勝三  働く人」

開催中〜9月4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

9：00～17：00（入館は16：30まで）
月曜休館（祝日の場合は翌日）

☎0848-76-2888

■In Focus 13 — 卒業生の現在—
   本学を卒業・修了し、各分野で活躍している
9月10日㈯〜10月23日㈰

10：00～18：00
水・木曜休館（祝日は開館）

☎0848-20-7831

☎0845-27-3800

  （潮見町） 耕三寺博物館（瀬戸田町瀬戸田）

■開館25周年記念
「BLUE−アイズピリとクリスタン−」

■夏季企画展  百鬼夜行の世界

9：00～17：30（入館は17：00まで）
月曜休館（祝日の場合は翌日）

9：00～17：00（入館は16：30まで）
無休

開催中〜10月2日㈰
一般800円、中学・高校・大学生300円
（市内学生無料）

☎0848-20-1218

開催中〜9月11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（耕三寺境内見学込）

情報アラカルト

新進作家、時任美佳（日本画）
・奥野恵理（油
画）
・佐藤勇（デザイン）の3人を紹介します。

開催中〜9月16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

☎0845-27-0800

開催中〜10月26日㈬
10：00～18：00
木曜休館（祝日は開館）

☎0848-20-0400

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（祝日は開館）

☎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

明治から平成にかけて尾道で開催された地方博覧会につい
て、残された記録から当時の様子や開催経緯などを紹介します。

■本因坊秀策の遺品など展示中

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42回企画展示オノミチ・パビリオン
〜尾道大博覧会史〜

10：00～18：00（入館は17：30まで）
火曜休館（祝日の場合は翌日）

☎0848-37-8141

広報おのみち・令和 4 年 8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

■ 自在置物 満田晴穂 細密進化の旅
（金属でできた昆虫たち）

スポーツ

開催中〜9月4日㈰
大人1,000円、高校・大学生800円
中学生以下と70歳以上（要年齢確認）は
無料

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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文学展 横山美智子・高垣眸展
「七つの子」や「十五夜お月さん」を生んだ児童雑誌『金の船』創刊に
携わり、
「緑の地平線」といった少女小説のヒット作を書いた横山美智
子。
『少年倶楽部』に連載した「怪傑黒頭巾」などの冒険小説で子どもた
ちに大人気になった高垣眸。大正〜昭和期に活躍した、2人の尾道出身
作家をご紹介します。

8月20日㈯ 〜 9月19日㈷   

おのみち歴史博物館

一般210円、中学生以下無料
文化振興課（ 0848 -20 -7514）
■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

図書館の催し

■ 因島図書館（☎0845-22-8660） ■ 瀬戸田図書館
（☎0845-27-1877）
●弓削植物画同好会作品展

持参物
締切
電子メール
ホームページ

開催中〜8月30日㈫
ボタニカルアート作品の展示
●火曜名画座
●島の映画館 因島座
8月23日㈫ 18：00〜
8月27日㈯ 10：30〜
「惑星ソラリス」
「マンゴーの樹の下で」
9月13日㈫ 17：00〜
各回50人
「若者のすべて」
●図書館夏まつり（要申込）
40人
8月20日㈯ 14：00〜15：00
●子ども1日図書館員
幼児以上
8月21日㈰
大型絵本のよみきかせや人形劇
①13：00〜14：00
「へんしんマジック」、
「ぽんたのじ
②15：00〜16：00
どうはんばいき」など
市内在住の小学5・6 年生
出演  ドロップス
図書館見学、受付業務の体験、
50人
ポップカード作りなど
●ライブラリーコンサート
「夏」
※児童の送迎は、保護者が責任を
8月28日㈰ 13：00〜14：00
もって行ってください。
曲目「カノン」
「少年時代」
「夏の
歌メドレー」など
出演  因島ギターアンサンブル、
オカリナ「潮の音」、セトハモ会
120人
要整理券（配布中）
各回2人
●平面ブロックパズルLaQ体験会
制服着用、筆記用具、水筒
9月10日㈯ 10：00〜12：00
8月16日㈫（8月11日 申込開始）
3 歳以上（未就学児は保護者同伴）
電話またはカウンターで直接
50人（室内定員10人）
●一般雑誌リサイ
クルデー
■みつぎ子ども図書館
9月11日㈰ 10：00〜18：00
（☎0848-76-3111）
保存期限の過ぎた雑誌をお譲り
●日本画展
します。1人 3冊まで。
開催中〜8月31日㈬
持ち帰り用の袋
圓鍔勝三彫刻美術館学芸員によ
る作品展
■ 中央図書館（☎0848-37-4946）
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●川本雅之・油絵・小品展
開催中〜8月28日㈰
瀬戸田在住の画家川本雅之さん
の作品20点を展示
●本のミニリサイクル市
8月23日㈫ 10：00〜
保存年限の過ぎた一般書、児童
書をお譲りします。1人10冊まで。
持ち帰りの袋

■向島子ども図書館
（☎0848-44-0114）

●おやこdeチャレンジワークショップ
「かがくえほん」つくってみよう！
さわってみよう！
（要申込）
8月21日㈰ 14：00〜15：00
幼児〜小学生とその家族
かがくえほんのブックトークと、
かみひこうき・びゅんびゅんごま
体験、アメリカザリガニの観察
25人
講師   おのみち子どもと本をつなぐ
ネットワーク

音楽のまちづくりギャラリーコンサート

■ Early Autumn Wind 〜 初秋の風 〜
しまなみ交流館
9 月16日㈮ 19：00 〜
曲目 V.モンティ：チャルダッシュ、A .ピアソラ：リベルタンゴ、E .ピアフ：愛の讃歌
出演 樋口利歌さん（ヴァイオリン）
、檜山 学さん（ボタンアコーディオン）

くらしの窓

樋口利歌さん

ほか

檜山 学さん

相
談

新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止のため、定員
数を設けて２日間の開催を予
定しています。
申込者が少ない場合は、有
段者・級位者のクラス別競技
大会を②10月9日㈰の日程に
よる同時開催に変更します。

情報アラカルト

②10月9日㈰ 13：00〜
クラス別競技大会（級位者）

500円（高校生以下無料）
「尾道市民囲碁大会への参加」と
「住所、電話番号、名前（ふりがな）
、
段・級位、小・中・高校生は学校名
と学年」を記入し郵送、FAXまた
はメールで
9月22日㈭
〒722- 8501 久保一丁目15 -1
囲碁のまちづくり推進協議会（文
化振興課内 0848 - 20 -7514
0848 -37-2377）
bunka@city.onomichi.hiroshima.jp

芸術・文化

①10月8日㈯ 13：00〜
クラス別競技大会（有段者）

山波神楽団結成50周年を記念し、
尾道市民俗文化財 山波神楽を披露
します。
9月10日㈯ 17：00〜
駅前港湾緑地帯（雨天中止、入場
無料）
文化振興課（ 0848 -20 - 7425）

スポーツ

市役所本庁
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。

山波神楽団
結成50周年記念公演の開催

子育て

第14回
尾道市民囲碁大会

健康・福祉

9月2日㈮から電話で（受付時間 9：00〜17：00） 70人（予約制、定員になり次第終了）
しまなみ交流館（ 0848 -25 - 4073  ※火曜日休館）
※今後の状況により内容・出演者等は変更になる場合があります。詳しくは文化振興課HPを
▲ 文化振興課HP
ご覧ください。

広報おのみち・令和 4 年 8月
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お知らせ
建設工事等入札参加資格
追加審査申請受付

■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3・4年度の建設工事等への入
札参加を希望する人は、市HPに掲載
している申請書提出要領により申請
してください。
9月5日㈪～9日㈮
8：30～12：00、13：00～17：00
契約課
電子申請をご利用の場合は、上記
の期間中に申請を行い、添付書類を
9月16日㈮までに契約課へ提出して
ください。
契約課（ 0848 -38 - 9282）

就業構造基本調査を
実施します

大規模な土地取引のときは届出を
土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、適正で合理的な土地利用
の確保を図るため、一定面積以上の土地取引には、国土利用計画法に基
づく届出が必要です。
対象 ① 市街化区域の土地

② その他の都市計画区域の土地

持参物
締切
電子メール
ホームページ
広報おのみち・令和 4 年 8月

5,000m 2 以上

③ 都市計画区域以外の区域の土地 10,000m 2 以上
届出の必要な土地取引
売買、交換、信託受益権の譲渡、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、
地上権・賃貸権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権の譲渡、地位譲渡など
届出義務者

権利取得者（土地売買の場合は買主）

届出期間 契約締結日を含めて2 週間以内
※詳しくは、市HPをご覧いただくか、お問い合わせください。
まちづくり推進課（ 0848 -38 - 9223）

屋外広告物を継続
して設 置する場 合、
この調査は５年ごとに行われ、無作 条例により毎年更新
為抽出された市内38地区で実施しま 許可申請時に、安 全
す。８月末から統計調査員が対象世 点検の結果報告を義
帯へ調査に伺いますので、ご協力をお 務づけています。また
願いします。
事故を未然に防止す
政策企画課（ 0848 -38 - 9314） るため、一定年数・一定規模を超える
場合、資格者による安全点検を行う
必要があります。
屋外広告物（看板）の
詳しくはお問い合わせください。
安全管理は大丈夫ですか？
まちづくり推進課
（
0848- 38- 9223）
台風シーズンです。屋外広告物（看
因島総合支所施設管理課
板）は、破 損や腐食をしていると強
（ 0845- 26- 6202）
風・大雨等により、飛散・倒壊等の恐
瀬戸田支所しまおこし課
れがあり、非常に危険です。定期的に
（ 0845- 27- 2213）
安全点検を行い、不具合がある場合
は速やかに補修・除却等を行ってくだ
さい。
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2,000m 2 以上

千光寺山ロープウェイの
運行時間延長
お盆の時期に合わせて、運行時間を
延長します。

期間  8月10日㈬～15日㈪
運行時間  9：00～18：00
千光寺山ロープウェイ
（ 0848 -22- 4900）

尾道市事業所LED照明設備
設置等促進補助金
市内の工場、事業所等の照明設備
のLED化に対して導入経費の一部を
助成します。
補助額   上限100万円
（対 象 経費が10万円
以上のものが対象と
なります）
▲ 市HP
補助対象経費
・LED照明設備の購入に要する費用
・LED照明設備の設置工事に要する
費用
補助率  補助対象経費の2分の1
申請期間  9月30日㈮まで
商工課（ 0848 -38 - 9182）

新型コロナウイルス感染症の急激
な再拡大を受け、来場者の皆様と運
営スタッフの安全と安心の確保が困
難と判断し、9月10日㈯に開催を予定
していた「2022因島水軍まつり」を
中止することになりました。
楽しみにされていた皆様には、大変
申し訳ありませんが、ご理解いただき
ますようお願いします。
因島水軍まつり実行委員会事務局
（因島総合支所しまおこし課内
0845 -26 - 6212）

芸術・文化

▲ 市HP

情報アラカルト

市HPに掲載された消
防車の画像を見て絵を描
く大会です。提出された
作品は、審査後に優秀作
品を発表します。

2022因島水軍まつりを
中止します

スポーツ

デジタル消防車写生大会

〒722 - 0051 東尾道18 -2 消防
局予防課（ 0848 - 55 - 9123）

子育て

9月11日㈰ 13：30〜16：00
市民センターむかいしま
「ひきこもり」について。本人や家族
にどのような支援が必要か、地域
共生とどのような関係にあるべき
か、ひきこもり支援のこれからにつ
いて考えます。
講師   上田理香さん（ＫＨＪ全国ひき
こもり家族連合会事務局長）
パネリスト  厚生労働省職員・当事者
ほか
参 加 方 法    会 場 参 加、オンライン
（Zoom）で参加、オンデマンドで
参加のいずれかについて事前に申
し込みが必要です。
※会場参加は定員200人。
9月7日㈬
尾道市ひきこもり支援ステーション
みらサポ（ 0848 -22-2010）

実 物の消防車を見て描く「消防
車写生大会」も11月13日㈰に駅
前港湾緑地で実施予定です。ど
ちらにも参加出来ますので、ぜひ
チャレンジしてみてください。

健康・福祉

みらサポ開設記念フォーラム
「地域共生とひきこもり支援
が紡ぐ未来」

いきいきロードに彼岸花の季節が
やってきます。秋の里山風景を楽しみ
ながら歩いてみませんか。
9月23日㈷ 9：00～12：30
出発地点  道の駅クロスロードみつぎ
いきいきロード往復4.3 ㎞コースと
9.4 ㎞コース
いきいきロードは「美しい日本の歩
きたくなるみち50 0選」認定コース
です。
※当日までの2週間は感染症対策に留
意し、当日のマスク着用とソーシャル
ディスタンスにご協力ください。
100人
500円（小学生以下250円）
飲み物、タオル、健康保険証
参加申込書に記入のうえ、FAXか
郵送、メールで
9月8日㈭
御調支所まちおこし課
（ 0848 -76 -2922）

開催中～11月11日㈮
11月11日㈮
画用紙の裏側に「住所、名前、電話
番号、年齢、保育所・学校名等」を
記入し、提出してください。
提出先 消防局予防課、各消防署・
分署・出張所へ持参か、消防局予
防課へ郵送で
※画用紙（542ｍｍ×382ｍｍ）は、
上記場所で配布します。ご自身で
準備しても構いません。

くらしの窓

催し

里山尾道ウォーク
in みつぎ

相
談
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認知症啓発パネル展
9月はアルツハイマー月間です。
誰でも発症する可能性のある認知症。
この機会に認知症について考えてみま
せんか。
図書館ではパネル展示とあわせて関
係図書のコーナーを設置します。

■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

【場所・展示期間】
・中央図書館：9月2日㈮〜29日㈭
・みつぎ子ども図書館：9月1日㈭〜11日㈰
・向島子ども図書館：9月1日㈭〜30日㈮
・因島図書館（芸予文化情報センター）
：
9月2日㈮〜29日㈭
・瀬戸田図書館：9月2日㈮〜29日㈭
・尾道市役所：9月10日㈯〜21日㈬
・因島総合支所：9月10日㈯〜21日㈬
・総合福祉センター：9月5日㈪〜10月
2日㈰
・浦崎公民館：9月1日㈭〜10月2日㈰
・サンボル尾道：9月1日㈭〜13日㈫
・尾道市立市民病院：9月12日㈪〜22日㈭
●広島銀行の一部支店においても期間
内に展示を行っています
高齢者福祉課
（ 0848 -38 - 9137）

「あっそうか！人権 」
パネル展
人権は、人がいる限りどこにでも存
在します。日常生活において、
「あっそう
か！これも人権か！」と改めて考えること
ができるパネル展です。
9月7日㈬～26日㈪
8：30～17：15（日曜・祝日は休所）

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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※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）

etc…

教室・講座

尾道しごと館
子育て世代就活対策セミナー
再就職に向け、自分の強みを生かした
自己PR方法や、履歴書の書き方・面接
対策、実りのあるハローワーク窓口の利
用方法について伝授します。
9月13日㈫ 10：00～11：30
市役所本庁
子育て世代
15人
※見守り保育あり（要予約）。
未就学児 ※１歳未満は応相談。
4人
講師   富田朋子さん（キャリアコンサル
タント）
商工課（ 0848 -38 - 9183）

夏休み陶芸教室

木型を使って手軽に陶芸作品を作り
ます（当日は成形まで。講師に預け、
乾燥、焼成。
できあがりは約1カ月後。
）
20人
講師  三島 博さん（風越窯主宰）
Lサイズ1,000円、Sサイズ 700円
電話またはメール（件名は陶芸教室、
本文に名前・サイズ・電話番号を記入）
8月18日㈭
尾道子ども劇場
（三藤 090 - 8363 - 9213）
onomichikogeki@yahoo.co.jp

シルバー人材センター
剪定講習会
9月5日㈪～7日㈬（3日間）
9：00～16：00
市内の緑地（予定地：向東町）
市内在住 60歳以上の人
植木などの剪定技能講習
15人
8月26日㈮
1,580円（傷害保険料）
（公社）シルバー人材センター
（ 0848 -20 -7700）

8月21日㈰ 14：30～16：00
栗原北公民館
幼児～大人（幼児、低学年は保護者
同伴）

旬の野菜づくり入門教室
秋冬野菜の成長にあわせた講座を、座学と畑で実施します。
各回 9：30～11：00
① 9月16日㈮ 葉根菜類の初期管理と病害虫防除
②10月21日㈮ 葉根菜類の収穫のポイント
③11月18日㈮ 葉根菜類の冬期管理について
福山市園芸センター
備後圏域内市町に住所のある人
30人
9月2日㈮ 8：30～ 電話で
福山市農業振興課（ 084 - 928 -1242）

etc…

募集

広島県統計グラフコンクール
作品募集
新聞やテレビで気になること、身の
回りの出来事、興味のあることを統
計グラフで表した「ポスター作品」を
募集しています。詳しくは県HPをご
覧ください。
提出先   政策企画課、広島県総務局
統計課
9月5日㈪ 必着
広島県総務局統計課
（ 082- 513 -2524）
https://www.pref.hiroshima.
lg. jp/site/toukeigurahu/

平成14年 4月2日から平成15年 4月1日までに生まれた人
※成人式の詳細は、広報おのみち10月号でお知らせする予定です。

「二十歳の誓いの言葉」新成人代表者募集
20歳を迎えての決意や、お世話になっ
た人たちへの感謝の気持ちを発表する
新成人代表を募集します。
応募資格  令和5年尾道市成人式の参加
対象者で、開催日までに事前打合せが
できる人
募集人数  男女1人ずつ
応募方法   8月31日㈬までに「住所、名前、生年月日、性別、電話番号、
応募しようと思った理由」を記載のうえ、郵送・FAX・メールで
※応募理由等をもとに選考し、9月28日㈬までに連絡します。
〒722- 8501 久保一丁目15 -1
生涯学習課（ 0848 -20 -7444・ 0848 -37- 0233）
shogai@city.onomichi.hiroshima.jp

今治市へ行こう！

姉 妹 都 市 情 報

伯方島トライアスロン2022
「瀬戸」や「海峡」と呼ばれる激しい急
流が表情をつけ、日本のエーゲ海とも称
えられる素晴らしい多島美が広がる穏や
かで美しい「伯方島」を舞台に開催する
トライアスロン大会です。
全国から集まったトライアスリートが、瀬戸内しまなみ海道の
ポテンシャルを活かした魅力的なコースを駆け抜けます。
9月4日㈰ 9：00～
伯方S・Cパーク トライアスロン特設会場
▲大会HP
今治伯方島トライアスロン実行委員会（ 0898 -36 -1515）

スポーツ
芸術・文化
情報アラカルト

10月20日㈭
広島県庁
9月2日㈮
受験案内配布場所
広島県教育委員会生涯学習課
※受験資格等、詳細については文部
科学省HPをご覧ください。
文部科学省総合教育政策局生涯
学習推進課（ 03 - 5253 - 4111）

こざかなくんスポーツパークびんごメインアリーナ

子育て

中学校卒業程度認定試験

1 月8 日㈰ 13：30 〜

健康・福祉

6月定期募集の公開抽選後に入居
希望者がなかった住宅について、随時
募集として先着順で入居申込を受け
付けています。詳しくは、市HPをご覧
いただくか、お問い合わせください。
※すでに申込みがある住宅は除く。
8月31日㈬
市営住宅管理センター
（ 0848 -21-1266）

令和 5 年

くらしの窓

市営住宅入居者募集（随時）

令和５年尾道市成人式

相
談

広報おのみち・令和 4 年 8月
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尾道市職員採用候補者試験
（後期）を実施します
令和 5 年 4月採用予定の尾道市職
員採用候補者試験（後期）を10月中
旬に実施する予定です。募集職種、
募集人員、受験資格などは、9月上旬
に市HPや広報おのみち9月号でお知
らせします。
職員課（ 0848 -38 - 9342）

環境標語を募集します
環境問題への関心を高めてもらう
ため環境標語を募集します。

テーマ「守ろう美しい地球」
地球温暖化、クールチョイス、ごみ
減量、身の回りの美化活動など、環境
を視点とした作品にしてください。

優秀作品は11月に表彰式を予定し
ています。
市民か市内に通勤・通学している人
9月7日㈬ 必着
環境政策課
（ 0848- 38- 9434）
尾道市公衆衛生推進協議会
（ 0848- 24- 1177）

病院事業局の職員を募集します
■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

尾道市立市民病院
試験職種

採用予定人数

A. 看護師
B. 専門・認定
看護師

あわせて
20人程度
※

看護師免許を有する人で、次のいずれかに該当する人
⑴日本看護協会の専門看護師制度において、専門看
護師として認定登録されている人
⑵日本看護協会の認定看護師制度において、認定看
護師として認定登録されている人

※採用予定人数に達した時点で、それ以降の試験は中止します。
〒722 - 8503  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
https://www.onomichi-hospital.jp/

受付期間

試験日

【第2回】
8月15日㈪〜9月2日㈮

9月10日㈯

※第1回は終了しました。

0848 - 47-1155 ㈹）

公立みつぎ総合病院
試験職種

採用予定人数

看護師

10人程度
※

薬剤師

2人

受 験 資 格

看護師免許を有する人か免許取得見込の人

受付期間

試験日

【第2回】
9月12日㈪～22日㈭
【第3回】
12月26日㈪～
令和5年1月13日㈮

【第2回】
10月1日㈯
【第3回】
令和5年
1月21日㈯

8月15日㈪～26日㈮

9月3日㈯

※第1回は終了しました。

言語聴覚士

2人

社会福祉士

1人程度

介護福祉士

10人程度

病院事務

3人程度

各資格免許を有する人か免許取得見込の人

昭和62年4月2日から平成13年4月1日までに
生まれた人（経験不問）

9月12日㈪～22日㈭

10月1日㈯

【一次試験】
8月12日㈮～25日㈭

【一次試験】
9月18日㈰
【二次試験】
11月7日㈪

※採用予定人数に達した時点で、それ以降の試験は中止します。
〒722 - 0393 御調町市124  尾道市病院事業局試験委員会（公立みつぎ総合病院総務課内
http://www.mitsugibyouin.com/

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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受 験 資 格
看護師免許を有する人か免許取得見込の人
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0848 - 76 -1111㈹）

みんなで取り組もう！ 番外編
イノシシ の近づき
にくい 環境づくり

有害鳥獣〜タヌキ〜について
農作物被害について、
今までイノシシについて連載
してきましたが、今回は、昔から人々の
身近で暮らし、昔話にも多く登場する
「タヌキ」についてお話しします。
また、タヌキは木登りもできるので、果樹などへの
被害も起こします。ほかの小動物に比べて、食べ
方が汚いのも特徴の一つです。

Q1 タヌキが住んでいるのはどこ？
A1 山間部から農村地帯、市街地まで広く生息してい
ます。
昨今は、耕作放棄地や空き家が増えていますが、
このような場所は、イノシシだけでなく、タヌキな
どの小動物にとっても安心して生活できる好適環
境と言えます。そのため、耕作放棄地や空き家を
減らす取り組みが、有害鳥獣対策に効果的です。

Q3 タヌキにはどんな特徴がある？
A3 タヌキも、イノシシ同様、夜行性ではないので、昼

Q2 タヌキはどんなものを食べる？
A2 何でも食べる雑食性です。農作物への被害は季節

くらしの窓

に関係なく、一年中見られます。
大食漢で、自分たちの縄張であることを主張する
ため「ため糞」をします。

夜を問わず状況に応じて活動します。
タヌキとアライグマはよく間違われますが、異な
る特徴として、アライグマは、尾にシマ模様があ
りますが、タヌキの尾は、全体的には茶色で先が
黒いことや、タヌキのひげは黒いですが、アライ
グマは白いこと等が挙げられます。また、タヌキ
の子供は、真っ黒なので、クマの子供とよく間違
えられます。

農林水産課（ 0848 -38 - 9473）

健康・福祉

自衛官募集
募集種目

受付期間（締切日必着）

試験日 ※いずれか1日を指定

1次 10月15日㈯

18歳以上21歳未満の者（高卒者（見込含）
又は高専3年次修了者（見込含））

受付中
～
10月5日㈬
受付中
～
10月26日㈬

1次 11月5日㈯・6日㈰

防衛大学校学生

18歳以上21歳未満の者（自衛官は
一般 23歳未満）
（高卒者（見込含）又は
高専３年次修了者（見込含）
）

防衛医科大学校
医学科学生

18歳以上21歳未満の者（高卒者（見込含）
又は高専3年次修了者（見込含）
）

受付中
～
10月12日㈬

1次 10月22日㈯

（自衛官候補看護学生）

子育て

防衛医科大学校
看護学科学生

受験資格

2次
11月26日㈯・27日㈰
※

スポーツ

2次
12月6日㈫～10日㈯
※

芸術・文化

2次 12月14日㈬～16日㈮

情報アラカルト

自衛隊広島地方協力本部尾道出張所（東御所町 9 - 1 尾道ウォーターフロントビル3 階
0848 -22 - 6942）
https://www.mod.go.jp/pco/hiroshima /
hq1-hiroshima@pco.mod.go.jp

相
談
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内

容

日
時
9 月 2 日㈮  13：00〜16：00

場
御調支所

9 月 5 日㈪  13：00〜15：00

尾道市役所

9 月 7 日㈬  13：00〜16：00

向島支所

9 月16日㈮  13：00〜15：00

尾道市役所

9 月13日㈫  13：00〜16：00

向島支所

9 月15日㈭  13：00〜16：00

御調支所

9 月20日㈫  13：00〜16：00

尾道市役所

9 月21日㈬  13：00〜16：00

因島総合支所

行政相談

9 月 1 日㈭  13：00〜16：00

因島総合支所

9 月12日㈪  13：00〜16：00

尾道市役所／向島支所

弁護士法律相談
［要予約］

9 月14日㈬  10：00〜16：00
9 月28日㈬  10：00〜16：00

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

9 月 3 日㈯  13：00〜16：00

総合福祉センター

空き家バンク「空き家相談会」

8 月31日㈬  10：00〜16：00

北村洋品店
（三軒家町3 - 23）

弁護士相談［要予約］

（法律相談全般）
※受付は8月17日㈬ から。
※相談時間は20分。

司法書士相談
［要予約］

（土地・建物の登記ほか）
※相談時間は30分。

（国等に対する意見ほか。行政相談委員が対応）

（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

（差別などの人権問題ほか。人権擁護委員が対応）

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
9 月14日㈬  13：00〜16：00

因島総合支所

9 月26日㈪  13：00〜16：00

尾道市役所

月〜金曜（祝日を除く）
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。） 9：00〜16：00

総合福祉センター

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）
【来所相談要予約】

月〜金曜（祝日を除く）
青少年相談室 ※来所相談可。
（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 10：00〜15：30
年金相談（公的年金制度全般）

青少年センター
（旧筒湯小学校内）
尾道市役所

※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。

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

消費生活相談（電話相談可）

月〜金曜（祝日を除く）
尾道市役所
9：00〜12：00、13：00〜17：00

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）
※電話相談、オンライン相談可。

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

※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。

所

因島一日職業相談会

※事前にお問い合わせください。

就職支援セミナー

8 月18日㈭  16：30〜19：20
9 月 1 日㈭  13：30〜16：20
8 月17日㈬  13：30〜15：20
9 月21日㈬  13：30〜15：20
8 月17日㈬  10：00〜14：00
9 月21日㈬  10：00〜14：00
月2回（お問い合わせください。
）

（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。
）

持参物
締切
電子メール
ホームページ
広報おのみち・令和 4 年 8月

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）
人権男女共同参画課
☎0848 - 37- 2631（※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

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）
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申込・問い合わせ先

ハローワーク尾道
☎0848 - 23 - 8609

消費生活

相談

定期購入トラブルに注意！

ファイル

?

!

相談内容

〈最新情報〉
特定商取引法が改正され、令和 4 年 6月1日から事業者には取引の基本的な
事項を最終確認画面等で明確に表示することが義務付けられました。また、誤
認させるような表示により誤認して申込みをした消費者は申込みの意思表示を
取り消すことができるようになりました。

尾道市医師会当番医

尾道市歯科医師会当番医

診療時間： 9：00～17：00（時間厳守）
日

8月15日
21日

9月 4日

病
院
神田
☎23 - 5858
湯
浅
内
科
土堂２ ☎23 - 7070
高
亀
医
院
久保２
☎37 3102
松
本
病
院
久保３
☎37 - 2400
山
本
医
院
美ノ郷
☎48 - 0021

小児科系

外

科

宇根クリニック（小・内）尾 道 市 立 市 民 病 院
高須
☎47 - 4111 新高山３ ☎47 - 1155
かなもと医院（小・内）正岡外科胃腸科医院
門田
☎23 - 4677 栗原西１ ☎23 - 5255
おぐら小児科（小・内）高
亀
医
院
高須
久保２
☎20 2370
☎37 3102
板阪内科小児科医院（内・小） 上 野 整 形 外 科
西久保 ☎37 - 3803 高須
☎46 - 0080
こどもクリニックさとう（小）板阪整形外科クリニック
久保１
☎20 - 7330 高須
☎56 - 0506

月

日

8月15日
21日
28日
9月 4日
11日

歯

科

や ま も と 歯 科
栗原西２ ☎21 - 1015
そえだ 歯 科 医 院
高須
☎46 - 5044
檀 上 歯 科 医 院
浦崎
☎73 - 3025
中 尾 歯 科 医 院
十四日元 ☎37 - 2067
柏 原ファミリー 歯 科
向島
☎45 - 4618

芸術・文化

11日

内科系

曽

スポーツ

28日

木

診療時間： 9：00～13：00（時間厳守）
子育て

月

健康・福祉

■ 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）

相談者には、インターネットを含む通信販売では、解約の条件等を事業者が
決めて広告に表示していれば、その内容に従うことになることを情報提供し、
スマホ等での通信販売では、購入画面表示をよく確認し、注文画面やメール等
を保存しておくように付言しました。
◆「定期縛りなし」などの文言で安心せず、最終確認画面の表示内容などで、
購入条件や解約条件はどうなっているかしっかり確認しましょう。また、定
期購入の場合は継続期間、支払うこととなる総額などをしっかり確認しま
しょう。スマホで注文する場合は画面が小さいため、より注意が必要です。
◆ インターネットを含む通信販売では、クーリング・オフ制度はありません。返
品や解約の条件をそれぞれの事業者が決めて広告に表示していれば、その
内容に従うことになります。返品や解約の条件をしっかり確認しましょう。
くらしの窓

SNSの広告で、縛りのない定期
購入でいつでもやめられると確認
して化粧品を申し込んだ。申し込
み完了後に「特別割引クーポン」の
画面になりポンポンと進めた。その
とき定期購入の条件はなかった。
１回目の商品が届き、思ったような
ものでなかったので解約の電話を
したら、業者から4 回購入が条件
のクーポンを使っており１回では
解約できないと言われた。解約し
たいがどうしたらいいでしょうか。
（50歳代 女性）

アドバイス

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。
」がすべての休日に対応します。
※因島地区については「因島医師会病院（因島中庄町 ☎ 0845 -24 -1210）
※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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甘ーい香りを楽しんで
尾道産「桃」最盛期

県内シェア6割を誇る尾道産「桃」の出荷が最盛期を
迎えました。
JA尾道市桃部会 山田清部会長は、
「今年は雨が少なく
小粒だが、香りと糖度は素晴らしい」と話していました。
運び込まれた色鮮やかな、
「日川白鳳」「赤宝」、新品
種の「さくひめ」を、JA職員が、形や大きさにより丁寧に
仕分けし、箱詰めしました。8月上旬まで、県内市場に出
荷されます。

7

1

世界一有名なペンギン
ピングーが尾道にやってきた

尾道市立美術館で開催中の「40周年記念 ピングー展」
に合わせ、ピングーとピンガが市役所を訪れました。美術
館では、アニメーションで実際に使われていたクレイ人形や
ジオラマ、作者直筆の資料メモなどが展示されています。
この日のために南極から来たというピングーたちは「ここ
でしか見ることのできないピングーの魅力を探しに来てく
ださい」と、展覧会をPRしました。

6

26

子どもたちがサッカーで
姉妹都市交流

姉妹都市今治市・尾道市少年スポーツ交歓大会（サッカー
の部）が因島運動公園で行われました。尾道市と今治市の
それぞれ2チームが対戦をしました。
それぞれのチームは、市内の複数の小学校から集まった
子どもたちで構成されています。尾道市からは31人の子ど
もたちが選手として参加しました。
子どもたちは、
「楽しかった」
「点が取れてうれしかった」
「あまり攻められなかった」と、それぞれの思いを聞かせて
くれました。

7

6

川の生き物たくさん見つけたよ

西藤保育所5歳児が、保育所近くの藤井川親水公園で、福
山大学海洋生物科学科の学生や地域の皆さん、西藤小1年
生たちと川遊びを楽しみました。タモ網で生き物を捕まえた
り、大学生たちが捕まえたナマズやモクズガニなどにタッチ
プールで触れてみたりして、身近な自然と触れ合いました。
子どもたちは、
「ナマズがとれたのが嬉しかった！」
「体は
ぬるぬるだった」と、ずぶ濡れになりながら川遊びを満喫し
ていました。

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／
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/   編集・発行：総務部秘書広報課（ 0848 - 38 - 9377
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0848 - 37 - 8937】
0848 - 38 - 9294）

