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因島フラワーセンター
フォトコンテストと作品公募

■フォトコンテスト2010

募集作品　期間中に因島フラワー

センターで撮影された作品で未

発表のもの

応募資格　アマチュアに限る

規格　自由

賞品　入賞者に季節の鉢花（最優秀

賞１点、優秀賞２点、佳作若干）

応募方法　３月20日（土）〜６月21

日（月）に、所定の応募用紙に記入

のうえ作品裏面に張り付けて、持

参または郵送で応募（必着）

応募規定　作品は応募者本人によ

り撮影したものに限ります。デジ

タルカメラでの撮影可。ただし極

端なデジタル加工や合成作品は

不可。一人何点でも応募可。作品

は返却しません。入選作品の版権

は主催者側に帰属し、園内での掲

示や資料として利用することが

あります。

展示等　入賞者の発表は審査後、フ

ラワーセンターのホームページ

で発表。入賞作品は７月上旬（予定）

に園内に展示。

■除虫菊の写真・絵・デザイン作品

公募

募集作品　①除虫菊の花や風景を

撮影した写真やポストカード②

除虫菊をモチーフにしたイラス

トや絵画③その他、除虫菊をデザ

インした手芸、木工、物語などあ

らゆる作品

応募資格　プロ・アマは問わず

規格　自由

賞品　応募者全員に除虫菊の苗（１個）

と年間パスポート（1,000円相当）

をプレゼント（※来園時にお渡し

します。）

応募方法　６月21日（月）までに、 所

定の応募用紙に記入のうえ作品と

一緒に、持参または郵送で応募（必着）

応募規定　作品は応募者本人によ

り作成された作品。他薦応募も可。

デジタルカメラでの撮影可。デジ

タル加工や合成作品も可。一人何

点でも応募可。作品は返却しません。

展示等　作品は、園内で開催される

除虫菊展（４月21日〜５月24日）

にて随時展示。

※いずれも被写体人物の肖像権や

プライバシーに十分配慮のうえ

責任を持ってご応募ください。詳

しくはフラワーセンターホームペー

ジをご覧ください。

　　〒722-2102　尾道市因島重井

町伊浜1182-1　因島フラワーセ

ンター「フォトコンテスト係」ま

たは「除虫菊展係」

　（☎0845-25-1187）

新入社員研修参加者募集

　新入社員を対象に、企業人として

必要な基礎知識・ビジネスマナー等

を身に付けるための研修を開催し

ます。

日時　４月２日（金）９：00〜17：00

　　（受付８：30〜）

場所　因島市民会館中ホール

定員　先着100人

受講料　因島商工会議所会員事業

所一人1,000円、非会員事業所一

人2,000円

※詳しくは因島商工会議所ホームペー

ジをご覧ください。

　　因島商工会議所

　（☎0845-22-2211）

　http://cci.in-no-shima.jp/

尾道美術協会付設絵画研究所
本科生募集

研修日　第１・第３土・日曜

時間　18：30〜20：30

場所　おのみち生涯学習センター

内容　洋画（油絵、水彩画）、静物画、

人物画、風景写生など

対象　16歳以上

会費　月3,000円（入会金1,000円）

開所式　４月10日（土）

　　和田（☎090-9504-8851）

　岡田（☎0848-22-8757）

自衛官等採用試験

■予備自衛官補採用試験

　（一般公募・技能公募）

受験資格　18歳以上34歳未満の人

　（年齢は平成22年7月1日現在）

※技能公募は、指定された国家免許

資格等を有するものが対象

試験日　４月17日（土）〜19日（月）

のいずれか１日

申込期限　４月９日（金）

■自衛官採用試験

①一般・技術幹部候補生

受験資格　22歳以上26歳未満の人

試験日　第一次：５月15日（土）・16日（日）

②一般曹候補生

受験資格　18歳以上27歳未満の人

試験日　第一次：5月22日（土）

申込期間　４月１日（木）〜５月10日（月）

※詳しくはお問い合わせください。

　　自衛隊広島地方協力本部尾道出

張所（☎0848-22-6942）

国税専門官募集

受験資格　①昭和56年4月2日〜平

成元年４月１日生まれの人②平

成元年４月２日以降生まれで⑴

大学を卒業した人または平成23

年３月までに卒業見込みの人⑵

人事院が⑴に掲げる人と同等の

資格があると認める人

試験日　第一次：６月13日（日）

試験地　広島市、岡山市ほか

受付期間　４月１日（木）〜14日（水）

※第二次試験あり。その他、詳しく

はホームページをご覧ください。

　　広島国税局人事第二課

　（☎082-221-9211）

　http://www.nta.go.jp/

労働基準監督官採用試験

受験資格　①昭和56年４月２日〜

平成元年４月１日生まれの人

　②平成元年４月２日以降生まれで

大学を卒業した人または平成23

年３月までに卒業見込みの人等

試験日　第一次：６月13日（日）

採用予定数　約120人

受付期間　４月１日（木）〜14日（水）

受験案内配布先　尾道労働基準監

督署ほか

※第二次試験あり。その他、詳しく

はホームページをご覧ください。

　　広島労働局総務課人事係

　（☎082-221-9241）

http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm
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海上保安学校（特別）採用試験 

受験資格　昭和61年４月２日以降

に生まれた人で、高校または中等

教育学校を卒業した人または平成

22年９月までに卒業見込みの人等

試験日　第一次：５月16日（日）

受付期間　４月１日（木）〜８日（木）

※第二次試験あり。その他、詳しく

はホームページをご覧ください。

　尾道海上保安部（☎0848-22-2108）

　http://www.kaiho.mlit.go.jp/

“ココロ”春のロビーコンサート
〜琴と三弦の調べ〜 

日時　３月27日（土）11：00〜12：00

場所　尾道市民センターむかいしま

１階ロビー

※子どもたち大歓迎！11：30から琴

と三弦の体験ができます。

　向島公民館（☎0848-44-0683）

第20回記念
尾道工芸展・矢形勇彫刻展 

期間　４月３日（土）〜18日（日）

時間　９：30〜17：00

場所　千光寺公園かおり館

内容　尾道周辺で活動している工

芸作家作品の展示・販売（陶芸・ガ

ラス工芸・木工芸など）、工芸体験会、

お茶席開催、空くじなしの抽選会

　尾道観光協会（☎0848-37-9736）

尾道市立図書館「国民読書年記念イベント」

親子で聞ける講演会と
楽しいおはなし会 

日時　３月20日（土）13：30〜15：15

　　　（13：00開場）

場所 尾道市民センターむかいしま

文化ホール

講師　あきびんごさん（本名：村上潔。

尾道出身、幼児教育研究者、絵本

作家）

演奏と話　長谷眞由美さん、あひる

文庫、潮風おはなしクラブ

※無料託児あり。希望者は、３月16

日（火）までに要申込

　　向島子ども図書館

　（☎0848-44-0114）

因島図書館
宮沢賢治の世界
〜吉田路子・安部裕子作品展〜

■切り絵・はり絵

３月「鹿踊りのはじまり（14点）」

４月「セロ弾きのゴーシュ（11点）」

　　「虔十公園林（６点）」

５月「ふたごの星（10点）」

　　「銀河鉄道（８点）」

■フェルト人形

「セロ弾きのゴーシュ」「茨海小学校」

「狐群」など

　因島図書館（☎0845-22-8660）

瀬戸田図書館の催し

■似顔絵の宮地“作品里帰り”展

　全米似顔絵大会（ＮＣＮ）に出場し、

2001年アトランタ大会総合３位他

数々の部門で優勝した宮地真一さ

ん（瀬戸田町出身）の似顔絵展です。

期間　開催中、３月28日（日）まで

時間　10：00〜17：00（月・火曜休館）

■金本源之助 早大名誉教授講演会

　「ロシア民話に寄せて」 

　瀬戸田町出身で、長年にわたりロ

シアの民話に関しての研究を続け

てきた講師による講演会です。

日時　３月23日（火）19：00〜

場所　瀬戸田市民会館多目的ホール

　瀬戸田図書館（☎0845-27-1877）

尾道市人権文化センター
桜と春の花展

　写友会の皆さんが全国で撮影し

た桜の写真を中心に、社会福祉法人

尾道のぞみ会の皆さんの春の花の

絵とともに展示します。

　期間中、工作ができます。

期間　開催中、４月22日（木）まで

時間　８：30〜17：15（土・日・祝日を

除く）

　尾道市人権文化センター

　（☎0848-37-2631）

おのみち文学の館「文学記念室」
高垣眸特別展

期間　開催中、４月11日（日）まで

時間　３月／９：00〜17：00

　　　（入館は16：30まで）

　　　４月／９：00〜18：00

　　　（入館は17：30まで）

内容　直筆原稿や遺品等ゆかりの

品を展示

入館料　一般300円、中学生以下無料

　文化振興課（☎0848-25-7366）

　文学記念室（☎0848-22-4102）

尾道遺跡発掘調査研究所出張展示会

中世城館を掘る〜発掘調査成
果からみた尾道の中世城館

　市内の室町〜戦国時代の城跡に

ついて、御調町牛の皮城、瀬戸田町

俵崎城、向島町丸山城等から出土し

た土器や写真パネルを展示します。

期間　３月20日（土）〜28日（日）

時間　10：00〜16：00（会期中無休）

場所　おのみち街かど文化館１階展示室

　文化振興課（☎0848-25-7312）

文化財講座!

日時　３月19日（金）18：30〜20：00

場所　しまなみ交流館大会議室

演題　仏像を観る〜薬師如来の様々な姿

講師　濱田　宣さん（徳島文理大学教授）

※当日、直接会場にお越しください。

　文化振興課（☎0848-25-7312）

尾道商業会議所記念館広場の
イベント

■フリーマーケット

日時　３月27日（土）９：00〜15：00

　元気のでる会

　（増田　☎090-1333-1855）

■物産市

日時　原則３月の土曜　10：00〜14：00

※休みの場合もあります。

　尾道土堂中商店街ととあん

　（☎0848-22-5303）

催　し

☎ 電話　 ファックス 電子メール ホームページ 申込・応募先 問い合わせ先
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耕三寺桜まつり

期間　３月27日（土）〜４月11日（日）

内容　①桜風景写真コンテスト

　②桜押し花を使ったしおり作り体験

　（３月27日・28日、４月10日・11日10：00〜）

　③桜茶の振舞い（土・日のみ９：00〜）

　④日本画人気投票　⑤桜クイズ

　⑥生口島太鼓集団「島衆」太鼓演奏会

（４月３日・４日11：00〜・14：00〜

／雨天中止）

　耕三寺博物館（☎0845-27-0800）

いんのしまさくら祭

日時　４月４日（日）10：00〜15：00

場所　いんのしまロッジ前広場

内容　特産品・飲食物の販売、村上水軍

陣太鼓披露、シンガーソングライター

ChoBo（チョボ）ミニコンサート

　因島観光協会（☎0845-26-6111）

ボランティアガイド観光パートナー尾道の会
設立10周年記念

尾道を一緒に歩いてみませんか

日時　４月17日（土）９：00〜12：00

　（受付８：30〜）※少雨決行

集合場所　尾道駅前（申込不要）

コース　①駅前〜千光寺公園〜長江口

②駅前〜古寺めぐり〜長江口

　槙（☎0848-24-7094）

多々羅大橋主塔・来島海峡大橋主塔

春の塔頂体験ツアー

日にち　４月17日（土）・18日（日）

集合場所　多々羅しまなみ公園（多々

羅大橋）または来島海峡ＳＡ（来

島海峡大橋）

対象　小学４年生以上の人（小・中

学生は保護者同伴）

定員　200人（申込多数の場合抽選）

参加費　500円（集合場所までの通

行料などは各自負担）

申込方法　３月17日（水）までに「参

加希望日、希望時間帯（午前または

午後）、希望する橋名、参加者全員（５

人まで）の住所・名前・年齢、代表者

の電話番号」を記入のうえ、往復は

がきまたはインターネットで申込

　　本州四国連絡高速道路(株)しま

なみ尾道管理センター塔頂体験係

　（☎0848-44-3700）

第36回ぼたん茶会

　牡丹が咲き誇る中、青年部主催の

茶会を開催します。

日時　４月18日（日）９：00〜14：30

場所　慈観寺、天寧寺

茶券　2,300円（前売券2,000円）

　茶道裏千家淡交会尾道支部尾道青年部

（今川玉香園茶舗　☎0848-37-3766）

学校で本を読む会「ルピナス」
公開講演会「絵本の散歩道」

　第１部は、幼い子どもたちと絵

本についての講話。第２部は、19

世紀ヴィクトリア朝時代の絵本を、

映像を使って紹介します。

　第１部、第２部どちらでも参加で

きます。（申込不要）

日時　４月18日（日）第１部／10：30

〜13：00、第２部／14：00〜17：00

場所　中央図書館２階視聴覚室

講師　正置友子さん（絵本学研究所主宰）

　浅田（☎0848-25-5148）

第６回おのみちさくらコンサート
バレエと音楽の響演

　公募で集まった演奏家とバレエ

ダンサーたちの「響演」です。

日時　①３月31日（水）19：00〜

　　　②４月１日（木）15：00〜

場所　しまなみ交流館

入場料　一般1,800円（前売1,500円）

　ＹＯＤＰ事務局（☎080-5617-8086）

因島勤労青少年ホーム教養講座

①春のきもの着付け教室

期間　４月８日（木）〜５月20日（木）

時間　19：30〜21：30（全５回）

講師　平岡けい子さん

②フラワーアレンジメント教室

期間　４月12日（月）〜５月31日（月）

時間　19：30〜21：30（全７回）

講師　宮脇香代さん

③フラダンス（初級）教室

期間　４月16日（金）〜６月25日（金）

時間　19：30〜21：30（全10回）

講師　澤田登志子さん

【①②③共通事項】

定員　15〜20人

対象　市内在住または勤務先のあ

る35歳未満の青少年

申込に必要なもの　本人であること

を証明するもの（免許証・保険証等）

※受講無料。ただし利用者連絡協議

会未登録者500円

　　因島勤労青少年ホーム

　（☎0845-24-1228／水曜休館）

国保すこやか健康塾

期間　４月14日〜平成23年３月

23日の第２・第４水曜（ただし、

８月は第１・第４水曜）

時間　13：30〜15：30（全24回）

場所　ＪＡ尾道市因島支所３階（因

島中庄町西浦）

内容　ストレッチ体操、バランス運動、

筋力づくり運動など

対象　尾道市国保加入者（申込不要）

講師　幡地玲子さん（健康運動実践

指導者）

持参物　運動靴、バスタオル、お茶

または水、着替え（汗が出た時の

ために）

　因島福祉課保険年金係

　（☎0845-26-6218）

表示登記・境界問題の無料相談会

日時　４月４日（日）10：00〜12：00

場所　尾道絵のまち館

相談内容　土地（分筆、合筆、地目変更、

地積更正等の各種登記および境

界問題）、建物（新築、増築、改築、

取毀等の各種登記）

　広島県土地家屋調査士会尾道支部

　（☎0848-44-6189）

広島県国際交流協会３月例会

日時　３月21日（祝）13：00〜16：00

歌　レリース・ミ

ディスカッション　月に水があると

いう発見は人類に何をもたらすか

講演　エネルギーの挑戦

講演者　ティム・クラウンショウさん

　松浦宅ラウンジ（☎0848-37-3518）

http://www.geocities.jp/matsuuras2000/

☎ 電話　 ファックス 電子メール ホームページ 申込・応募先 問い合わせ先
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第67回尾道みなと祭

【ええじゃんＳＡＮＳＡ･がり】
　24日（土）　一般・グランプリ部門
　25日（日）　幼児・小学生・中学生部門
【ステージイベント】
　24日（土）　尾道・今治姉妹都市交流式典／春の吹奏楽祭
　25日（日）　神輿・フィナーレ
【両日開催イベント】
◎市役所周辺
　公会堂郷土芸能祭（24日／神楽・子ども太鼓、25日
／太鼓）、尾道てっぱんグランプリ2010
◎駅前周辺
　飲食屋台村、フリーマーケット
その他イベント盛りだくさん！　

■ボランティア募集
◇きれいなまつり運営ボランティア
　祭会場での「ごみの徹底分別」をします。
みんなで尾道みなと祭をきれいでエ
ネルギッシュな楽しく環境にやさしい、
きれいな祭にしよう！
◇「ええじゃんＳＡＮＳＡ・がり」運営スタッフ
　ええじゃんＳＡＮＳＡ･がり踊りコンテストの運
営をサポートしよう！

※詳しくはホームページをご覧ください。
　尾道港祭協会事務局（☎0848-25-7184）
　http://www.onomichi-matsuri.jp/

〜あなたのまつり
　わたしのまつり〜

尾道みなと祭は、4月24日（土）・25日（日）に開催されます。
市民の皆さんが参加し、市内最大の祭を一緒に盛り上げていきましょう！

先着15組

抽選25組

先着20組

先着10組

先着20組

ぷりままタイプ
〜いつまでも素敵なママでいたい〜

先着１組ふれあい発達相談日 ①３／25（木）
10：00〜12：00

不要なしみかんちゃんとリトミック
①３／17（水）②４／21（水）
10：00〜10：30

①1歳半〜未就園のお子さんと保護者②1歳半までのお子さんと保護者。
講師：村上清美さん。歌って、踊って体を動かしたリズム遊びをします。

未就園のお子さんと保護者。講師：箱崎文恵さん。落ちつきがない・ひとり遊びが多い・
興味が偏っている・体のバランスが悪いなど何か育てにくさを感じていませんか。

平成21年10月〜12月生まれのお子さんと保護者。親子の絆を深める事
ができるステキな方法です。タッチケアのステップアップもあります。先着10組プチクラス ４／19（月）

10：00〜11：30

♪とんかち・うんぱっぱ♪
〜ミュージック・ケア〜

４／21（水）
10：00〜11：30

４／22（木）
10：00〜11：30

４／27（火）
10：00〜11：00

わらべうたあそび・パネルシアター・親子あそび・子
育て交流。概ね1〜2歳のお子さんと保護者

子どもの生活リズムがなぜ必要なのか、子どもの生
活を考えてみませんか。託児あり

てくてくランド

会員登録制の２回講座（全講座参加できる人）。概ね2
カ月〜寝返り前のお子さんと保護者、バスタオル2枚

会員登録制の２回講座（全講座参加できる人）。子育て支援センターにある
申込用紙にはがきを添えて直接、または往復はがきで申込。往復はがきの場
合は往信欄に「講座名、希望日、住所、保護者と子どもの名前、年齢、電話番号」
を、返信欄に「住所、保護者名」を記入。概ね1歳以上のお子さんと保護者

赤ちゃんとリラックス
〜タッチケア〜

４／１
必着

４／15
９：30〜

受付中

受付中

４／１
９：30〜

３／11〜

４／５〜

よちよちランド
身体測定、絵本の読み聞かせ、ふれあいあそび、子ど
ものあそびについて。概ね６カ月〜１歳のお子さん
と保護者

4／６（火）・20（火）
10：00〜11：30

4／12（月）・26（月）
10：00〜11：00

※３／19（金）午前は閉所しています。午後は通常どおりです。

行事名 日　時 定　員 申　込 対象・持参物など

行事名 日　時 定　員 申　込 対象・持参物など

おのみち子育て支援センター（☎0848-37-2409）月〜金曜日（祝日除く）9：00〜17：00

いんのしま子育て支援センター（☎0845-22-1545）月〜金曜日(祝日除く）9：00〜12：00、13：00〜16：00

●子育て支援センターは、あなたの子育てを応援しています

　子育ての大変さは想像以上です。夜泣きに、離乳食など初め
てのことばかりでわからないことがいっぱい。「これでいいの
かな」と心配したり、「私だけが悩んでいるのかな」と感じてい
る人はいませんか?　同じ子育て中のお母さんたちと話をす
ることでずいぶん気持ちが楽になります。支援センターでは
お母さんたちの交流を大切にしています。ひとりで悩まず、気
軽にお越しください。
オープンスペースで遊べます　　木のおもちゃ、ボールプール、
ジャングルジム、滑り台、お絵かき、ままごとなどで自由に
遊ぶことができます。親子の友達づくりの場や育児の情報
交換もできます。
子育て講座を開催しています　　親子ふれあいあそび、タッ
チケア、ミュージックケア、離乳食の講座を開催しています。

また、保護者を対象に、子どもの成長についての学習会も開催し
ていますので、市広報や毎月発行している「たんたん通信」、ブロ
グ（http://yaplog.jp/kosodate37）などでご確認ください。

育児相談ができます　お子さんの発育、発達、栄養の相談がで
きます。育児疲れや人間関係など心の相談（保護者向け）が
できます。また、子育て支援ワーカーが個別相談や、電話相
談をしています。ひとりで悩まず、まずは、声をかけてくだ
さい。
子育ての情報をお知らせします　地域の子育てサークル（サ
ロン）の紹介をしています。保育所（園）幼稚園、一時保育な
どの紹介など、育児情報を提供しています。
●おのみちファミリー・サポート・センターは、
　あなたの子育てを応援しています
　ファミリー・サポート・センターは、子育ての援助を受けた
い人（依頼会員）と援助をしたい人（提供会員）がお互いに助け
合うことを目的とした会員組織です。病院や美容院に行きた
いけど、子どもを連れては行きにくい。勤めの関係で送り迎え
が難しい。資格を取りたい。習い事をしたい。時には育児から
離れてリフレッシュしたい。など、お母さんに代わってお子さ
んの面倒をみてくれる人を紹介します。利用や活動をするには、
会員登録が必要です。詳しくはお問い合わせください。



26 広報おのみち・平成22年３月

消費生活 ファイル消費生活 ファイル相談相談 金融庁の「お墨付き」と思わせ
「未公開株」を買わせる！

≪相談内容≫　
　ある会社の株式公開準備室と称するところから、未
公開株の勧誘電話があり、パンフレットが送られてき
たが放置していた。後日、金融庁から派遣されている
と名乗る女性から「未公開株による詐欺を調査中」「被
害にあわないように」と電話があり、会話の中で上場
予定の企業の情報として、先日パンフレットが届いた
会社を含めた数社が挙げられた。すでにその会社の勧
誘があったことを伝えたら、「よかったですね。買える
ものなら私も買いたい」と言われたため、すっかり信
用して、その会社に300万円支払い、未公開株を購入
してしまった。
≪アドバイス≫　
　未公開株とは、株式市場などに上場していない株式
のことです。「上場間近」とか「あなただけに特別」など
といった、詐欺的な勧誘が横行しています。
　最近では、直接勧誘した業者とは別に、「金融庁」「消
費者庁」等の公的機関を装い、「被害調査」「被害者にア
ドバイス」などといって電話をかけ、消費者を安心さ
せた上で契約をさせる手口も出てきています。また、
過去に未公開株の上場話で被害にあった人に対し、「金
融庁職員」などを名乗った電話をかけて「（未公開株の）
被害調査をしている」などと言って信じさせ、金銭を

巻き上げようとする「二次被害」も出ています。さらな
るトラブルを招かないよう、一切相手にしてはいけま
せん。
　公的機関が、未公開株の上場の有無や時期などを電
話してくることはありません。外部に委託して電話さ
せることもありません。うまい話はありません。大切
な財産の運用にはご注意ください。
金融庁からの注意喚起（http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/index.html）

○初心者囲碁教室
日　時　４月３日からの土曜　14：00〜16：00
対　象　囲碁に興味がある人、初心者ならどなたでも
講　師　福井盛人さんほか
○レディース囲碁教室\
日　時　４月６日からの火曜　９：30〜11：00
対　象　女性の初心者・級位者
講　師　大西洋一さんほか
参加費　年2,000円（教材費等、申込随時）
　　尾道市囲碁のまちづくり推進協議会
（文化振興課内　☎0848-25-7366）

日　時　４月３日からの第１・３土曜　10：00〜12：00
場　所　本因坊秀策囲碁記念館
対　象　囲碁に興味がある人、初心者ならどなたでも
講　師　庄原正徳さんほか
参加費　無料（申込随時）
　　本因坊秀策囲碁記念館（☎0845-24-3715）

○子ども囲碁教室
日　時　４月３日からの土曜　13：00〜15：00
対　象　小・中学生（初心者歓迎）
講　師　尾道囲碁協会
○女性初心者囲碁教室
日　時　４月６日からの火曜　10：00〜12：00
対　象　女性の初心者
講　師　尾道囲碁協会
参加費　原則無料（教材費隔月200円程度）
　　尾道市囲碁のまちづくり推進協議会
　（文化振興課内　☎0848-25-7366）

　市では、消費者啓発のため出前講座を実施してい
ます。地域での行事等に職員や消費生活相談員が出
向いて、主に悪質商法についての話をします。ぜひご
利用ください。（無料ですが、会場はご用意ください。）
　　商工課（☎0848-25-7182）

■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。
相談時間　９：00〜12：00、13：00〜17：00
　　　　　（土・日・祝日、年末年始を除く）
　尾道市消費生活センター
（市役所分庁舎２階　商工課内　☎0848-37-4848）

●消費生活出前講座をご利用ください！

因島市民会館囲碁教室

本因坊秀策囲碁記念館囲碁教室

尾道迎賓館囲碁教室

　囲碁は、発想力や思考力、集中力を身につけるのに
役立つと言われ、脳のトレーニングにも最適です。囲
碁の楽しさをぜひ体験してください。

囲碁教室受講生募集囲碁教室受講生募集
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囲碁教室受講生募集
家族介護用品購入助成券交付申請

尾道市地域包括支援センター
臨時職員募集

　認知症などで判断能力が低下した場合、成年後見制度

を利用して、後見人が本人の財産を守り、安心した生活を

送るために、必要な手続きや契約を行うことができます。

【例1】認知症の父親が、高額な健康食品を次々と購入し

困っています。

　⇒後見人は、認知症などで判断能力が不十分な人が行っ

た契約を取り消すことができます。

【例2】寝たきりの母親の入院費用を、母親の通帳から払

い出しできず困っています。

　⇒後見人は、本人に代わって、財産の管理を行います。お

よそ1年ごとに、裁判所に収入・支出について報告します。

【例3】身寄りがなく、認知症のため、介護保険サービス利用の

手続きや、施設入所の契約を一人で行うことが不安です。

　⇒後見人は、本人の意向を聞きながら、本人に代わって

手続きや契約を行います。その後もサービスが適切

に提供されているかどうか、本人に関わる関係者（ケ

アマネジャー等）と連携しながら、見守っていきます。

【例4】子どもがいないため、この先認知症になったとき

の財産管理が不安です。　

　⇒任意後見制度は、将来、判断能力が不十分になったとき

に備え、後見人になってもらいたい人と契約を結んでお

く制度です。判断能力が不十分になったときに何をして

もらいたいか、後見人になってもらいたい人と話し合い、

公証役場で公正証書にしておきます。そして判断能力が

不十分になったときに、家庭裁判所に任意後見監督人（任

意後見人の監督を行う人）選任の申立を行います。ここ

から任意後見人の仕事が始まります。

　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、地域包括支援センタ

ーをご利用ください。

　在宅で介護用品を必要としている要介護者本人、ま

たは介護している家族からの申請により、次の対象に

該当する人に助成券を交付します。

　すでに平成22年３月分まで交付している人も、４月

からの交付については再申請が必要ですので、ご注意

ください。

対象（次の条件をすべて満たす人）

①介護保険法の要介護３以上の認定を受けている人

②要介護者本人の属する世帯が市民税非課税世帯の人

③市内に住所を有し、在宅で介護用品を必要とする人

対象品目　紙おむつ、尿取りパッド、使い捨て手袋、清

拭剤、ドライシャンプー

※申請は随時受付しますが、４月から交付を受けたい

場合は３月中に申請書を提出（必着）してください。

※申請にはケアマネジャーの証明が必要ですので、ケ

アマネジャーに相談してください。

　　高齢者福祉課

　　因島福祉課

　　御調保健福祉センター

　　向島支所住民福祉課

　　瀬戸田支所住民福祉課

勤務時間　週５日（月〜金曜）８：30〜17：15

勤務場所　尾道市地域包括支援センター（高齢者福祉課内）

業務内容　高齢者総合相談・支援

　　　　　介護予防ケアプラン作成業務

応募資格　ケアマネジャー、保健師、看護師、社会福祉

士のいずれかの資格と自動車普通免許をお

持ちの人

募集人員　若干名

賃　　金　日額8,500円

　　　　　（※ただし、ケアマネジャーは日額10,000円）

　　高齢者福祉課（☎0848-25-7137）　

４

～たとえばこんなとき、

　後見人が守ってくれます～

問い合わせ先

尾道市地域包括支援センター

尾道市北部地域包括支援センター

尾道市西部地域包括支援センター

尾道市東部地域包括支援センター

尾道市向島地域包括支援センター

尾道市南部地域包括支援センター

南部地域包括支援センター瀬戸田支所

（☎0848-20-7371）

（☎0848-76-2495）

（☎0848-21-1262）

（☎0848-56-0345）

（☎0848-41-9240）

（☎0845-24-1248）

（☎0845-27-3847）

（☎0848-25-7137）

（☎0845-26-6209）

（☎0848-76-2235）

（☎0848-44-0111）

（☎0845-27-2211）　
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平成22年度　尾道市臨時職員募集

市立の小学校・中学校の臨時的任用職員および非常勤講師募集

職　　種 採用予定人員 応募資格

臨 時 保 育 士

臨時幼稚園教諭

児童福祉法による保育士資格を有する人（年齢制限はありません。）

教育職員免許法による幼稚園教諭免許を有する人（年齢制限はありません。）

若干名

若干名

勤務期間　４月１日〜平成23年３月31日
受付期間　随時受付（土・日・祝日を除く８：30〜17:15）
選考方法　所定の登録申込書または市販の履歴書を提出のうえ、面接により決定します。
※市のホームページ（組織別情報→職員課人事係→尾道市臨時職員募集→登録申込み方法）に、ＰＤＦ形式で作
成した登録申込書を掲載していますので、ご利用ください。

※勤務地、勤務内容、賃金等については、各担当部署にお問い合わせください。
　　【臨時保育士】子育て支援課児童保育係（☎0848-25-7114）
　　【臨時幼稚園教諭】教育委員会庶務課庶務係（☎0848-25-7352）

応募資格　教員免許を所有している人（３月中に取得見込みの人を含む）、教育に熱意を持ち健康な人
応募方法　市販の履歴書を提出（随時受付）
　　〒722-8501　尾道市久保一丁目15-1　教育委員会事務局学校経営企画課学校経営支援室（☎0848-20-7453）

市立美術館の催し

第２回尾道みなとオアシスフェア第２回尾道みなとオアシスフェア

第11回おのみちさくら祭り
（地域商業活性化事業）

総額1,500万円の豪華景品が抽選で当たる！

第11回おのみちさくら祭り
（地域商業活性化事業）

総額1,500万円の豪華景品が抽選で当たる！

【一般対象行事（参加無料、申込不要、観覧料必要）】
●学芸員トーク：尾道出身日本画家、片山牧羊を語る

日時　３月28日(日)　14：00〜14：30

●日本画の東西−東京と京都

　近代日本画の歩みを、東西日本画壇の視点から解説します。

日時　４月４日(日)　14：00〜15：00

講師　上薗四郎さん（笠岡市立竹喬美術館館長）

●夜桜コンサート

　桜名所100選「千光寺公園」の桜開花に併せた夜桜コ

ンサート。春の宵にフルートとソプラノの調べをお楽

しみください。

日時　４月10日(土)　18：30〜19：30

内容　［ソプラノ］さくら横丁、忘れな草ほか［アン

サンブル］野ばら［フルート］カルメン間奏曲、

トゥーランドットほか

奏者　恵谷千佳子さん（ソプラノ）、松本久美さん（フ

ルート）、中村 友美さん（ピアノ）、山路 美保

さん（ピアノ）

【こども学芸員対象行事】
めざせ！こども学芸員！！

　対象行事の参加者には「こども学芸員シール」を発

行します。シールを集めて「こども学芸員認定バッジ」

をもらおう！（いずれも付添一人入館無料）

●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）、４月11日（日）14：00〜15：00

対象　中学生以下（参加無料、申込不要）

●わくわく日本画体験講座

　日本画ってどうやって描くのかな。初めて描く日本

画体験ワークショップです。

日時　４月11日（日）

　　　午前の部／９：30〜11：30

　　　午後の部／13：30〜15：30

対象　小学４年生〜中学３年生

講師　廣藤良樹さん（尾道大学美術学科日本画コース助手）

定員　各回申込先着10人

参加費　1,000円（材料代）

申込方法　電話またはＦＡＸ、Ｅメールで申込

　市立美術館（☎0848-23-2281　0848-20-1682）　bijutsu@city.onomichi.hiroshima.jp
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◆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）

３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。

第２回尾道みなとオアシスフェア第２回尾道みなとオアシスフェア第２回尾道みなとオアシスフェア

第11回おのみちさくら祭り
（地域商業活性化事業）

総額1,500万円の豪華景品が抽選で当たる！

第11回おのみちさくら祭り
（地域商業活性化事業）

総額1,500万円の豪華景品が抽選で当たる！

第11回おのみちさくら祭り
（地域商業活性化事業）

総額1,500万円の豪華景品が抽選で当たる！

　期間中、参加店を利用するともらえる応募用紙

に必要事項を記入のうえ、参加店に備え付けの応

募箱に投函するか、切手を張って郵送でご応募く

ださい。抽選で豪華景品が当たります。

　今回は、行政、経済団体、市内の小規模小売業・

サービス業事業者等が一体となって、地域内購買

の促進に向けて盛大に開催します。

※参加店には、バナー・ポスターを掲示します。

期間　４月１日（木）〜５月９日（日）

賞品　１等（１人）46型ＨＤＤ内蔵プラズマテレビ

　　　２等（２人）電動自転車

　　　３等（７人）サイクロン掃除機

　　　４等（100人）ＪＣＢ商品券5,000円分

　　　特別賞（680人）おのみちさくら祭り券

20,000円分（参加店共通商品券）

※景品・当選者数は変更になる場合があります。

応募期限　５月９日（日）

抽選日　６月１日（火）14：30〜（尾道絵のまち館予定）

当選発表　尾道ケーブルテレビ、エフエム尾道、

山陽日日新聞、当選者への通知ほか

　おのみちさくら祭り実行委員会

　（尾道商工会議所内　☎0848-22-2165）

日時　３月21日（祝）９：00〜13：00

　　　（手づくり尾道門前市のみ14：00まで）

場所　みなとオアシス尾道（西御所県営上屋２号）

●水産まつり

　タッチプール「海の生き物にさわってみよう！」

　親子魚さばきかた教室（先着30組）

　はしであさり取りゲーム、ヒラメ放流体験

　あさり汁とたこ飯の販売

　鮮魚・活魚・あさり・海苔・生わかめ・干しだこ等販売

●柑橘フェア

　今が旬の柑橘を因島・瀬戸田より直送販売！

　はっさく・デコポン・清見・レモン・加工品等の販売

●手づくり尾道門前市　●ふれあい朝市

●シーサイド・ミニライブ

●みなとオアシス瀬戸田

　瀬戸だこラーメン・みかん餅・パウンド

ケーキ・クッキー・野菜等の販売

●みなとオアシス尾道

　尾道ラーメン・焼きがき・からあげ・おの

みち帆布・珍味・豆腐・山いも豆腐・若鶏モ

モの塩焼き・たこの天ぷら・海産珍味・や

きとり・ポテト・わたがし・かき餃子・キム

チ・コーヒー・ベーコンサンド・備後とん

こつラーメン・いりこ・ちりめん等の販売

　尾道みなとオアシスフェア実行委員会

　（港湾振興課内　☎0848-22-8158）
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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）

■第57回館蔵品展「耕三寺の羅漢さん」
◇３月20日（土）〜５月16日（日）
観覧料　大人1,200円、高校生700円、中学生以下無料

(☎0845-27-3800）

■「特別展 日本の伝統美を描く平山郁夫」展
◇開催中、４月６日（火）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）

■買上作品展
◇３月24日（水）〜５月10日（月）　　
観覧料　無料

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
◇開催中、５月16日（日）まで
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

■「―巨匠画家が描く日本の美―近代日本画の至宝展」

　市内高校生・大学生の入館無料

　開館30周年を記念して開催する「—巨匠画家が描く日

本の美—近代日本画の至宝展」では、市内在住の高校・大

学生および市内の高学・大学に通学する学生の観覧料が

無料になります。

　証明する学生証を持参のうえ、ぜひご来館ください。

◇70歳以上・身体障害者の人は、証明できるものを提示により無料

◇和装で来館した人は、観覧料200円引

　市立美術館（☎0848-23-2281）

※28頁に関連記事があります。

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　３月14日（日）・28日（日）13：30〜
■第四回キャラバン講座
　「平山郁夫とシルクロードと文学」シリーズ
　平山郁夫の作品を交えながら、シルクロードに関わる
文学作品について解説します。

日　時　３月19日（金）18：30〜20：00
場　所　尾道商業会議所記念館
テーマ　ゾロアスター教と杜子春伝（芥川龍之介）
講　師　松崎　哲（平山郁夫美術館研究員）
参加費　200円（資料代）
　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　４月17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　10：30〜13：15

第２回　14：30〜17：15

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（３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

©2009TwentiethCenturyFox.Allrightsreserved.

※3Dではありません。
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【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）

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（２月25日現在）

納期限＝３/31（水）

４月の交通事故統計情報

平成22年

件数

80

81

１

１

95

98

死者 負傷者

昨　　年

県下一斉警戒日 17日（土）

19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

自転車は車道が原則　歩道は減速

４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

６日（火）
14日（水）
19日（月）
26日（月）
27日（火）

みつぎいこい会館
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

１日（木）
６日（火）
９日（金）
12日（月）

因島総合支所
みつぎいこい会館
瀬戸田支所
尾道市役所

※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）

登記相談
土地・建物の登記、会社の登記

14日（水）因島総合支所

弁護士相談（要予約）
法律相談全般

（※受付は３月17日から。先着順）
５日（月）
７日（水）
８日（木）

尾道市役所
向島支所
因島総合支所

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

13日（火）
15日（木）
19日（月）
21日（水）

向島支所
瀬戸田支所
尾道市役所
因島総合支所

表紙は、尾道大学生がデザインしています。

この前、尾道の歌を作りました。

４年間尾道にお世話になっていますが、第一

印象は変わりません。

尾道はどこを切り取っても尾道だなあと思

います。

金太郎飴のようなものです。 尾道大学芸術文化学部美術学科４年
デザイン専攻
武田 千恵子

　　

「あなたの力を尾道市消防団でためしてみませんか」
　安全で安心して暮らせる、かけがえのない私たちのまちづくりに、
あなたの参加を待っています。
　消防局警防課消防係（☎0848-55-0119）

消防団員募集消防団員募集

�秘書広報課広報広聴係（☎0848-25-7395）

■英語対応（ビザ、在留資格、市役所手続ほか）
◇４月８日（木）10：00〜11：30
※申請取次行政書士が対応

■ポルトガル語対応（日常生活に関する相談）

◇第２・４木曜　13：00〜16：00（祝日を除く）
※専門相談員が対応

外国人相談（場所：尾道市役所）


