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みんなが輝くためにみんなが輝くために

認知症の母の思い
　私の母親は隣の市で一人暮らしをしています。90歳を

越え、認知症があるため、ヘルパーさんや民生委員さん、

近所の友人の支えを受けながら、何とか自宅で生活して

います。

　母親からは毎日のように電話がかかってきます。やさ

しく接しようと思っていても、話しているうちに、どうし

てもきつい口調になって叱ってしまいます。「施設に入れ

た方がいいかも･･･」と思うこともありますが、出来るだけ

住みなれた自宅で生活させたいと思っています。

　認知症の母親を介護している関係で、何かの参考にな

ればと思い、市内で行われた認知症の講演会に参加しま

した。その中で印象に残った言葉がありました。

　「『認知症の人は何もわからない』は間違いです。認知症

の症状に、最初に気付くのは本人です。もの忘れによる失

敗や、今まで苦もなくやっていた家事や仕事がだんだん

うまく出来なくなっていき、何となくおかしいと感じ始

めます。自分が認知症になったのではないかという不安は、

健康な人の想像を絶するものでしょう。『認知症の人は何

もわからない』のではなく、誰よりも一番本人が不安で、

辛く、悲しい思いをしているのです。」

　私は、認知症は本人が一番苦しんでいるとは思ってい

ませんでした。この言葉を聞いた時、これまでの間違った

考えを反省し、母親の不安な思いを受け止めてあげなけ

ればいけないと思いました。この講演会で、母親について

考えるいい機会をいただいたと思います。

　認知症の人は全国に約169万人いると言われ、そのうち

約半数が在宅で生活しているそうです。私を含めて、多く

の人が認知症に対する理解と認識を深め、認知症の方が

安心して生活できる社会になればと思っています。

〒722-0041尾道市防地町26-24
人権推進課（☎0848-37-2631）

「みんなが輝くために」を読まれての皆さんの
感想やご意見をお寄せください。
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１　　成年後見制度って何ですか？

　　認知症、知的障害、精神障害などによって物事の判

断能力が十分ではない人の権利を守るための制度です。

援助者（成年後見人等）を選任して、本人を法律的に守り

支援することができます。

◇財産の管理：出入金の確認をしながら、現金や預貯金

の管理をします。

◇契約の代理や取り消し：一人で行うことが難しい契約

の締結や、本人にとって不利益な契約の取り消しなど

を代わりに行います。

◇介護・医療へのサポート：要介護認定の申請や介護サ

ービスの契約、医療機関との契約を行い、利用者が安

心して生活を送れるようにサポートします。

　　成年後見制度には、どのようなものがあるのですか？

　　成年後見制度は２種類あります。

「法定後見制度」：すでに本人の判断能力が不十分である

とき、家庭裁判所が選任した法定後見人が、本人の利益や

福祉、生活などに配慮しながら、本人に代わってさまざま

な手続きや契約を行います。判断能力の程度に応じて、成

年後見人、保佐人、補助人のいずれかに決定されます。

「任意後見制度」：将来、判断能力が不十分になった場合

に備え、本人の希望により、本人の代理で契約等をサポ

ートしてくれる人（任意後見人）とあらかじめ契約を結

んでおく制度です。

　　成年後見人は誰がなるのですか？

　　親族がなることが多いですが、必要な場合には、法律・

福祉の専門家、第三者、福祉関係の公益法人やその他法

人がなることもあります（複数選ぶことも可能）。

　　成年後見制度はどうやって利用するのですか？

　　本人の住所地を管轄している家庭裁判所に申立て

を行い、手続きを行います。申立てができるのは、本人、

配偶者、４親等内の親族、市町村長（身寄りのいない場合）

等です。

　高齢者が地域において安心して生活できるよう、身近

な成年後見制度の相談窓口として市内に６カ所ある地

域包括支援センターをご利用ください。

　尾道市地域包括支援センター（☎0848-20-7371）

３

安心して暮らすために…
知っておこう！成年後見制度
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　浄土寺の平成の大

修理（重要文化財「方

丈、露滴庵、庫裏・客殿、

宝庫、唐門、山門」）のう

ち、このたび、方丈、露

滴庵が完成します。「爽

籟軒庭園」周辺整備も完成し、これに合わせ、橋本

家ゆかりの「爽籟軒庭園」に幽玄な灯りをともし、

夜の茶会を催します。

日時　３月24日（水）18：30〜21：00（予定）

場所　尾道市名勝「爽籟軒庭園」（久保二丁目６-６）

入園料　無料（当日に限る）

お茶券　500円（裏千家淡交会尾道支部）

※お茶券は先着50人（前売りのみ）。事前にお申し

込みください。

　　文化振興課（☎0848-25-7367）

江戸家小猫改メ

四代目江戸家猫八
襲名披露公演
日　時　３月13日（土）

　　　　15：00開演（14：20開場）

場　所　しまなみ交流館ホール

入場料　3,000円（全席自由）

　しまなみ交流館（☎0848-25-4073）

尾道市職員の採用（募集）尾道市職員の採用（募集） 試験は２月27日（土）・28日（日）
【応募期限：２月17日（水）】

募集職種 採用予定人員 受験資格

幼稚園教諭・保育士

診療放射線技師

若干名

３人

次のいずれにも該当する人(1)昭和57年4月2日以降に生まれた人(2)教育職員免許法による
幼稚園教諭免許を有する人または平成22年3月31日までに免許取得見込みの人(3)児童福
祉法施行令による保育士の登録をした人または平成22年3月31日までに登録見込みの人

昭和54年4月2日以降に生まれた人で、診療放射線技師法による診療放射線技師免許を有す
る人または平成21年度実施の国家試験で免許取得見込みの人

※全職種で「総合的選考（一能に秀でた人等）」による加点措置制度を取り入れています。

受付期間　２月17日（水）までの８：30〜17：15（土・日・

祝日を除く）※郵送も含め受付締切日（２月17日）の

17:15までに必着

試験日　筆記試験：２月27日（土）【場所：尾道市役所】

　　　　面接試験：２月28日（日）【場所：尾道市役所】

試験案内・申込書等の請求方法

◇直接受け取る場合

　市役所職員課・総合案内、各支所など市機関の窓口で、

８：30〜17：15（土・日・祝日を除く）配布しています。

◇郵送で請求する場合

　送付用封筒の表に「（職種名）採用試験用紙請求」と朱

書し、裏に請求者の「郵便番号・住所・名前」を明記の

うえ、書類送付に係る郵送料として120円切手を張っ

た「宛先、郵便番号明記の返信用封筒（角形２号：縦

33.2×横24㎝）」を同封して請求してください。

◇インターネットで出力する場合

　市ホームページにPDF形式で作成した試験案内・申

込書等を掲載していますので、ダウンロードしてく

ださい。

　その他、詳しくは「平成21年度尾道市職員試験案内」

または市ホームページでご確認ください。

　　〒722-8501　尾道市久保一丁目15-1

　職員課内尾道市試験委員会（☎0848-25-7342）　

http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/shokuin/shokuinboshuvol1.html

日時　３月８日（月）〜12日（金）の５日間　９：00〜16：00

場所　市内の緑地（予定地：向東町）

対象　市内在住の概ね60歳前半層の人

定員　20人　申込期限　３月１日（月）

　　尾道市シルバー人材センター（☎0848-20-7700)

シルバー剪定講習会
　庭木、盆栽等の剪定技能を習得してみたい人は、ぜひご

参加ください。
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　建築課で配布の「申込のしおり」をよく読んで、市営住宅申込整理票に記入もれが
ない事を確認のうえ、住宅係まで提出してください。
受付期間　２月22日（月）〜24日（水）必着　受付場所　建築課住宅係（市役所３階）
抽 選 日　３月４日（木）　　　　　　　　　建築課住宅係（☎0848-25-7247）

市営住宅
入居者募集
市営住宅
入居者募集
市営住宅
入居者募集

32（３階）

36（３階）

52（５階）

104（１階）

205（２階）

103（１階）

203（２階）

103（１階）

202（２階）

302（３階）

361（２階）

310（３階）

332（部屋内２階）

203（２階）

三美園No.1

幸が丘No.1

ひらはら台

貝ヶ原C

岩井堂

杉谷

神西

歌島

向浜A-2

甲田No.3

畑田

林No.1

家賃は、収入によって異なります。居室が2部屋以下（2LDＫ以下）の公営住宅については、単身の人も申し込みができます。（単身者の申込資格は、「申込のしおり」をご覧ください。)

美ノ郷町三成

栗原町

平原一丁目

御調町貝ヶ原

御調町市

御調町貝ヶ原

御調町神

向島町

因島三庄町

因島三庄町

因島中庄町

瀬戸田町林

2DK6+4.5+DK

3DK6+4.5+3+DK

2DK6+６+DK

2LDK6+6+LDK

2LDK6+6+LDK

3LDK6+5+5+LDK

3LDK7+5.5+4.5+LDK

3DK6+6+4.5+DK

3LDK6+6+4.5+LDK

3DK6+6+4.5+DK

3DK6+6+4.5+DK

3DK6+6+6+DK

1969

1971�

2006

2004

2006

1992

1996

1979

1985

1978

1983

2004

8,300

9,800

22,600

21,300

21,300

22,400

25,200

15,300

19,100

16,100

19,000

26,200

○

×

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

公
営
住
宅

特
定
公
共
賃
貸
住
宅

住宅名 号室 所在地 間取り 建設年度 （政令月収）
0～104千円

（政令月収）
～123千円

（政令月収）
～139千円

（政令月収）
～158千円

（政令月収）
～186千円

（政令月収）
～214千円

収入および家賃 裁量階層単身
入居

9,600

11,300

26,000

24,600

24,600

25,800

29,100

17,700

22,000

18,600

21,900

30,300

11,000

12,900

29,800

28,100

28,100

29,600

33,300

20,200

25,200

21,300

25,000

34,600

12,400

14,500

33,600

31,700

31,700

33,300

37,500

22,800

28,500

24,000

28,300

39,100

14,200

16,600

38,400

36,200

36,200

38,100

42,900

26,000

32,500

27,400

32,300

44,700

15,800

18,600

44,300

41,800

41,800

44,000

49,500

30,100

37,500

31,700

37,300

51,500

201（2階）

301（3階）
才の奥 御調町市 2LDK6+6+LDK 1993 37,000 39,000単身

のみ

住宅名 号室 所在地 間取り 建設年度 （政令月収）
158～200千円

（政令月収）
～261千円

42,000

（政令月収）
～322千円

44,000

（政令月収）
～392千円

48,000

（政令月収）
～462千円

53,000

（政令月収）
～487千円

収入および家賃 裁量階層単身
入居

尾道市営駐車場定期使用者募集尾道市営駐車場定期使用者募集尾道市営駐車場定期使用者募集

尾道地域企業合同求人説明会尾道地域企業合同求人説明会
海を駆けた商人たち～因島椋浦廻船と生口島堀内家～海を駆けた商人たち～因島椋浦廻船と生口島堀内家～

就職・仕事に役立つセミナー

プレゼン“力”向上セミナー
～相手の心を動かすテクニックとは～

就職・仕事に役立つセミナー

プレゼン“力”向上セミナー
～相手の心を動かすテクニックとは～

福山高等技術専門校平成22年度訓練生募集福山高等技術専門校平成22年度訓練生募集

●東尾道駅付近
施  設  名　東尾道駅前駐車場（高須町4748-８）
募集区画　５台分
使  用  料　１カ月5,250円
　(株)ベッセルテクノサービス（☎0848-24-8090）
　営業時間／９：00〜17：00（年中無休）

●尾道市医師会館付近
施  設  名　尾道市営栗原東二丁目駐車場
　　　　　（栗原東二丁目1046）
募集区画　１台分
使  用  料　１カ月5,040円
　総務課（☎0848-25-7332）

●因島地区
施  設  名　中央駐車場（因島土生町1899-31）
募集区画　10台分
使  用  料　１カ月7,210円（７：00〜22：00）
　　　　　１カ月4,430円（17：00〜翌朝８：00）
施  設  名　長崎駐車場（因島土生町2579-１）
募集区画　２台分
使  用  料　１カ月6,180円（７：00〜22：00）
　　　　　１カ月3,610円（17：00〜翌朝８：00）
　(株)不二ビルサービス（☎0845-22-3362）
　営業時間／6：30〜22：30（年中無休）

●新尾道駅付近
施  設  名　新尾道駅北駐車場（栗原町9429-１）
募集区画　５台分
使  用  料　１カ月9,450円
　(株)ベッセルテクノサービス（☎0848-24-8090）
　営業時間／９：00〜17：00（年中無休）

施 設 名　新尾道駅南第二専用駐車場および第三専用

駐車場（栗原町３番および４番）

募集区画　２区画（２台）

使  用  料　１カ月8,970円

　総務課（☎0848-25-7332）

尾道市営の月極駐車場は、下記の駐車場区画に空きがあります。
使用を希望する人は、各申込先までお問い合わせください。
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市営住宅
入居者募集
市営住宅
入居者募集

尾道市営駐車場定期使用者募集尾道市営駐車場定期使用者募集

尾道地域企業合同求人説明会尾道地域企業合同求人説明会尾道地域企業合同求人説明会
海を駆けた商人たち～因島椋浦廻船と生口島堀内家～海を駆けた商人たち～因島椋浦廻船と生口島堀内家～海を駆けた商人たち～因島椋浦廻船と生口島堀内家～

就職・仕事に役立つセミナー

プレゼン“力”向上セミナー
～相手の心を動かすテクニックとは～

就職・仕事に役立つセミナー

プレゼン“力”向上セミナー
～相手の心を動かすテクニックとは～

就職・仕事に役立つセミナー

プレゼン“力”向上セミナー
～相手の心を動かすテクニックとは～

福山高等技術専門校平成22年度訓練生募集福山高等技術専門校平成22年度訓練生募集福山高等技術専門校平成22年度訓練生募集

◆一日若者しごと館
場　所　ハローワーク尾道会議室（12：00〜17：00）
　　　　尾道勤労青少年ホーム（18：00〜21：00）
対　象　仕事や就職に関して不安や悩みを持つ若者
内　容　キャリア・コンサルティングや職業

適性診断など
※予約してからの来所をお勧めします。
　　商工課（☎0848-25-7182）
※尾道勤労青少年ホームでの相談（夜間）希望は、
ホーム（☎0848-22-5396）でも予約が可能です。

◆求人情報コーナー
場　所　因島総合支所３階ロビー
内　容　⑴求人情報誌の配布・閲覧⑵ハローワ

ークインターネットサービス（インタ
ーネットでの求人情報）の閲覧等

※便利にご利用いただくために、ハローワーク
での求職登録をお勧めします。

　因島総合支所産業振興課（☎0845-26-6212）
商工課（☎0848-25-7182）

◆因島一日職業相談会
場　所　因島商工会議所３階ホール
内　容　ハローワーク職員による職業相談と

職業紹介
　ハローワーク尾道（☎0848-23-8609）

◆就職支援セミナー
場　所　⑴ハローワーク尾道（月３回）
　　　　⑵因島商工会議所（月１回）
内　容　求職活動スタートコース、応募書類作

成コース、面接対策・実践コースなど
　ハローワーク尾道（☎0848-23-8609）

就職応援します

原則火曜日
12：00〜17：00
18：00〜21：00
（祝日を除く）

月〜金曜日
８：30〜17：15
（祝日を除く）

２月17日（水）
10：00〜15：00

開催日時など
詳しくはお問い
合わせください。

日　時　３月５日（金）13：30〜16：00
　　　　（セミナー開始12：30〜）
場　所　びんご運動公園健康スポーツセンター
　　　　メインアリーナ（駐車場有り）
■尾道駅から臨時バスを運行（通常運賃要）

※長江通りを経由し、各バス停に停まります。
※帰り（びんご運動公園発）も運行します。
対　象　すべての就職希望者（来春大学等新卒予

定者・中途就職希望者［パートを含む］など）
内　容　採用担当者との求人説明会
　　　　就活セミナー(①12：30〜②13：40〜③14：40〜)
　　　　就活攻略イベント、就活相談コーナー
参加費　無料
申込方法　セミナー受講希望者は要申込。詳しく
はホームページをご覧ください。
※参加予定事業所名をホームページにて公開中。
福祉・医療関係の事業所・施設も多数参加予定です。
　尾道市ふる里就職促進協議会事務局
　（商工課内　☎0848-25-7182）
　http://www.bbbn.jp/~furusato

　尾道商業会議所記念館が、３月４日で開館４周年を迎え

ます。これを記念して、因島・生口島における海運にまつわ

る歴史にスポットを当て、企画展示を行います。（入館無料）

■尾道商業会議所記念館（木曜休館）

日時　３月５日（金）〜６月30日（水）10：00〜18：00

■おのみち街かど文化館（木曜休館）

日時　２月26日（金）〜３月14日（日）10：00〜18：00

　尾道商業会議所記念館（☎0848-20-0400）

尾道商業会議所記念館広場でフリーマーケット
日時　２月27日（土）9：00〜15：00

　元気のでる会（増田　☎090-1333-1855）

日　時　２月23日（火）18：30〜20：00
場　所　尾道勤労青少年ホーム
内　容　就職や仕事で活用できるプレゼンの

ノウハウ・考え方を紹介します。
定　員　先着15人　参加費　無料
　　商工課（☎0848-25-7182）
　尾道勤労青少年ホーム（☎0848-22-5396）

訓練科目　２年課程：自動車整備科、１年課程：機械シ
ステム科、電気設備科ほか、６カ月課程：住宅設備メ
ンテナンス科、ＯＡビジネス科ほか
選考日　３月４日（木）または５日（金）の指定する日
申込期限　２月17日（水）
※定員、授業料など詳しくはお問い合わせください。
　県立福山高等技術専門校（☎084-951-0260）

〜福祉の職場説明会（尾道会場）も同時開催〜

尾道商業会議所記念館・開館4周年記念展示

11：50
12：50
13：10

12：05
13：05
13：25

12：12
13：12
13：32

尾道駅（５番のりば）新尾道駅（１番のりば） びんご運動公園
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(☎0848-23-2281）

時　間　9：00〜17：00（入館は16：30まで）
休館日　月曜日（祝日は開館）

(☎0848-76-2888）

■常設展!
◇開催中、３月28日（日）まで
観覧料　大人400円、高校生300円、中学生以下と市内在住の

70歳以上（※年齢を証明できるものを提示）は無料

(☎0848-20-1218）

■奥山民枝油彩画展「いのちを描く」
◇開催中、５月５日（祝）まで
観覧料　大人700円、中学・高校・大学生300円、小学生以下無料

(☎0845-27-0800）

■冬季常設展2009
◇開催中、３月14日（日）まで
観覧料　大人1,200円、高校生700円、中学生以下無料

(☎0845-27-3800）

■正月特別展「シルクロード 西へ東へ」
◇開催中、２月28日（日）まで
観覧料　大人800円、高校・大学生400円
　　　　小・中学生200円（市内小・中学生無料）

(☎0848-20-7831）

■HiBi 2010「尾道大学美術学科1期生12人による作品展」
◇２月13日（土）〜３月15日（月）　　
観覧料　無料　※２／13（土） 14：00〜ギャラリートーク
　　　　　　　　３／６（土）11：00〜ワークショップ

時　間　9：00〜17：00（入館は16：30まで）
休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）

(☎0845-24-3715）

■特別展「よみがえる本因坊秀策」
◇開催中、３月31日（水）まで
観覧料　大人300円、中学生以下無料

時　間　10：00〜17：00（入館は16：30まで）
休館日　火曜日（祝日は開館）

時　間　9：00〜17：00（入館は16：30まで）
休館日　無休

時　間　9：00〜17：30（入館は17：00まで）
休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）

時　間　9：00〜17：00（入館は16：30まで）
休館日　無休

時　間　10：00〜18：00
休館日　火・水曜日（祝日は開館）

■尾道市立美術館開館30周年記念　ヤマタネグループコレクション特別公開
　―巨匠画家が描く日本の美―近代日本画の至宝展
◇３月13日（土）〜５月16日（日）
観覧料　大人700円、高校・大学生500円、中学生以下無料
※和装で来館した人は各200円引
※市内在住または通学の高校・大学生は学生証提示により無料

■恋人の聖地・ラブラブホワイトデー

　千光寺公園は「恋人の聖地」です。ホワイトデーに、恋人

同士で思い出を作りませんか。一人分の観覧料金で二人

観覧できます。さらに、希望の恋人たちには、記念に似顔

絵を描いてプレゼントします!

日時　３月14日（日）９：00〜17：00（入館は16：30まで）

対象　一般（申込不要）

■わいわい がやがや おしゃべり鑑賞会

　鑑賞資料などをもとに、楽しくおしゃべりしながら作

品鑑賞しよう。

日時　３月14日（日）14：00〜15：00

対象　中学生以下（参加無料・申込不要。付添一人入館無料）

　市立美術館（☎0848-23-2281）

おのみち市民大学

市立美術館の催し

■館長による作品解説
日時　２月14日（日）・28日（日）13：30〜14：30（予定）
※参加無料・観覧料のみ必要
　平山郁夫美術館(☎0845‐27‐3800）

平山郁夫美術館の催し

親子講座−映画上映−

日にち　３月20日（土）

場　所　しまなみ交流館ホール

対　象　どなたでも

定　員　690人

上映時間

第１回　10：30〜12：10

第２回　13：00〜14：40

第３回　15：30〜17：10

入場料（当日）

�※（　）は特別割引券をご利用の場合、［　］は団体割引

　（10人以上、特別割引券の併用不可）の金額です。

特別割引券配布場所（２月中旬から配布）

�市役所１階ロビー、各支所、しまなみ交流館観光情報

コーナー、図書館、生涯学習課、中央公民館、おのみち

生涯学習センター、啓文社、総合福祉センターほか

生涯学習課人づくり推進係（☎0848-20-7444）

1,800円（1,500円）［1,300円］

1,500円（1,300円）［1,300円］

1,000円（  800円）［　800円］

1,000円

一    般

学生・高校生

３歳〜中学生

6 0 歳 以 上

©DisneyEnterprises,Inc.
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　昨年12月に作品の募集を行った「第4回写真のまち尾道四季展」には、
全国から472人・合計2,047点の出品がありました。今回は大賞作品をは
じめ、各入賞作品、選外優秀作品を含む計130点を展示します。

日時　２月19日（金）９：30〜15：30
場所　総合福祉センター
相談項目　法律、調停、年金・社会保険、健康保

険・介護保険、税務申告、登記、経営・
金融ほか

　尾道商工会議所（☎0848-22-2165）

「第４回写真のまち尾道四季展」作品展

【場　所】　本庁市民課、因島市民生活課
【業　務】　住民票・印鑑証明書・戸籍証明書・パスポート受取等
　　　　　（※住所変更、パスポートの申請等はできません。）
　市民課（☎0848-25-7102）因島総合支所市民生活課（☎0845-26-6208）

日　時　２月20日（土）〜３月７日（日）９：00〜17：00
　　　　（入館は16：30まで／月曜休館）
場　所　市立美術館　料　金　無料　　※28頁に関連記事があります。
　写真のまち尾道四季展実行委員会（観光課内　☎0848-25-7184）

毎週金曜日は午後７時まで市民課関係業務を行っています

尾道市内の交通事故（１月28日現在）

納期限＝３/１（月）

３月の交通事故統計情報

平成22年

件数

41

30

０

１

47

34

死者 負傷者

昨　　年

県下一斉警戒日 ３日（水）

15日（月）

（尾道・因島警察署管内）

東部ブロック警戒日

今月の納税等

国民健康保険料
介護保険料

後期高齢者医療保険料

運転はうまい　へたより　誠実さ

第31回なんでもナンデモ一日相談

3月 相談案内相談案内
相談時間/13：00〜16：00

人権相談

いじめや体罰、差別、家庭内の問題、
近隣のもめごとなどの人権問題

10日（水）
15日（月）
23日（火）
23日（火）

因島総合支所
向島支所
尾道市役所
瀬戸田支所

行政相談

国や特殊法人に対する意見、要望

４日（木）
８日（月）
12日（金）

因島総合支所
尾道市役所
瀬戸田支所

※行政相談委員が対応

※人権擁護委員が対応

�　秘書広報課広報広聴係
　　（☎0848-25-7395）

司法書士相談（要予約）
土地・建物の登記（相続、贈与、売買など）、
会社の登記ほか

９日（火）
15日（月）
17日（水）
18日（木）

向島支所
尾道市役所
因島総合支所
御調支所

弁護士相談（要予約）
法律相談全般

（※受付は２月17日から。先着順）
１日（月）
３日（水）
５日（金）

尾道市役所
向島支所
御調支所

表紙は、尾道大学生がデザインしています。

ヴァレンタインの２月なので、

ヴァレンタインをイメージしたイラストを

描きました。

シンプルなイラストにしたのは、

愛はシンプルが良いと思ったからです。なんて。
尾道大学芸術文化学部美術学科４年

デザイン専攻
重森　貴菜

　　

■英語対応

�秘書広報課広報広聴係

　（☎0848-25-7395）

◇３月９日（火）13：00〜14：30
※申請取次行政書士が対応

（ビザ、在留資格、市役所手続ほか）

■ポルトガル語対応

◇火曜　10：00〜12：00（祝日を除く）
※専門相談員が対応

（日常生活に関する相談）

外国人相談（場所：尾道市役所）


