
22 広報おのみち・平成22年４月

　尾道市シティクリーニング連絡協議会と地区公衆衛生推進協議会では次の日程でシティクリーニングを実施します。

住民の皆さんの積極的な参加をお願いします。　※御調・向島・因島・瀬戸田地区は従来の方法で実施します。

●５月９日（日）土堂、三成、高須、西藤、木ノ庄西、原田、浦崎 ●５月16日（日）栗原、栗原北、久山田 ●５月30日（日）久保、新高山、筒湯

●６月６日（日）向東、山波 ●６月13日（日）吉和 ●６月20日（日）日比崎、長江、木頃、木ノ庄東、百島 ●６月27日（日）予備日

ゴールデンウィークは次の日程でごみを収集します

シティクリーニング日程

ペンキ缶・ラッカーなどの塗装スプレー缶は中身を使い切って出してください

問い合わせ先　尾道市公衆衛生推進協議会（☎0848-24-1177）

清清 掃掃 事事 務務 所所
からのお知らせ

問い合わせ先

【旧尾道・御調・向島地区】

【因島地区（原・洲江含む）】

【瀬戸田地区】

清掃事務所

南部清掃事務所

南部清掃事務所瀬戸田分所

（☎0848-48-2900）

（☎0845-24-0432）

（☎0845-27-0454）

※向島クリーンセンター・因島リサイクルセンターは、休日のごみ持込を受け付けません。

　ラッカーなどのスプレー缶は、中身を使い切り、穴を開けて出してください。中身の塗料が残っていると処理できません。

※４月29日、５月３日・４日・５日のごみ持込受付はありません。「旧尾道」とは、向島・御調・因島・瀬戸田を除く地域です。

施設名 日　　時 備　　考 問い合わせ先

尾道市クリーンセンター ４／25（日）８：30〜12：00 資源物・粗大ごみを含む

南部清掃事務所

瀬戸田名荷埋立処分地

４／25（日）８：30〜12：00

５／２（日）９：00〜12：00
13：00〜16：00

粗大・もやせないごみ（不燃）を含む

生ごみを除く

清掃事務所 （☎0848-48-2900）

南部清掃事務所

【４／30まで】南部清掃事務所瀬戸田分所

【当　　日】瀬戸田名荷埋立処分地

（☎0845-24-0432）

（☎0845-27-0454）

（☎0845-27-4810）

アクセサリーセール
４／20（火）〜25（日）
10：15〜15：00

費用：無料、定員：10人、持参物：米のとぎ汁（活性液）
ＥＭボカシ・ＥＭ活性液講習会４／21（水）

13：30〜14：30

費用：300円、定員：10人、持参物：エプロン
トールペイント初心者コース４／21（水）

10：15〜12：00

費用：200円、定員：10人、持参物：カラー刷りの新聞紙
牛乳パックの新聞ちぎり絵をつくろう４／20（火）

10：15〜12：30

費用：100円（イス）・実費（自転車）、定員：各５人
持参物：張り替え用布（イス）・修理用自転車（自転車）など

イスの布カバー張り替え・自転車かんたん修理教室
４／18（日）

13：30〜

　市民工房（木工工房・自転車工房）を利用するには、登録が必要です。
登録料：500円、持参物：印鑑
リサイクルセンター利用申請受付中
　売場スペース、委託販売を行う場合は、利用申請が必要です。
申請料：無料
※いずれも市内在住または通勤・通学する人が対象です。

リサイクルセンター市民工房登録者募集中

費用：100円、持参物：なし
（リサイクル教室　御調・向島10：30〜、因島・瀬戸田13：15〜）
５／１（土）10：00〜15：00　尾道市民センターむかいしま
５／11（火）10：30〜15：00　因島総合支所前駐車場
５／12（水）10：30〜15：00　瀬戸田市民会館前駐車場
５／14（金）10：00〜15：00　道の駅クロスロードみつぎ

出張販売＆リサイクル教室「新聞紙のエプロンをつくろう」

５／１（土）
５／11（火）
５／12（水）
５／14（金）

費用：350円、持参物：裁縫道具
（リサイクル教室　10：00〜）
４／23（金）９：00〜12：00　ゆきひろメイト店
４／24（土）９：00〜12：00　ええじゃん尾道

出張販売＆リサイクル教室
「端午の節句の小物をつくろう」

４／23（金）
４／24（土）

(☎0848-48-2212）10:00〜16:30／月・祝日休館環境資源リサイクルセンター

費用：600円、定員：20人、持参物：ダンボール2個
ダンボールで生ごみを堆肥にしよう５／６（木）

13：30〜15：00

費用：200円、定員：10人、持参物：エプロン・ビニール手袋
天ぷら油で石けんをつくろう５／７（金）

10：30〜12：00

４月29日（木）

５月３日（月）

５月４日（火）

５月５日（水）

旧尾道・向島地区

御調地区

因島・瀬戸田地区

旧尾道・向島地区　

御調地区

因島・瀬戸田地区

旧尾道・向島地区

御調地区

因島・瀬戸田地区

市内全地区

もやせるごみが月・木曜日の地域で「もやせるごみ（可燃）」を収集

上川辺・市・今津野で「もやせるごみ（可燃）」を収集

ごみ収集カレンダー通り収集

もやせるごみが月・木曜日の地域、月・水・金曜日の地域で「もやせるごみ（可燃）」を収集

上川辺・市で「もやせるごみ（可燃）」を収集

収集は休みです。

もやせるごみが火・金曜日の地域で「もやせるごみ（可燃）」を収集

菅野・河内・大和で「もやせるごみ（可燃）」を収集

収集は休みです。

収集は休みです。

休日のごみ持込受付対象物は、家庭からのごみです。きちんと分別して持ち込んでください。
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　次の日程で、犬の登録と狂犬病予防注射を行います。登録は生涯1回、注射は毎年1回と

法律によって定められていますので、最寄りの場所で受けてください。

■登録料 3,000円　■注射代など3,050円

※登録をしている人には、案内はがきを送付しますので、注射の際に持参してください。

※住所の変更・死亡届などは、環境政策課または支所へ届け出てください。

問い合わせ先　環境政策課（☎0848-25-7430）

飼い犬の登録と注射飼い犬の登録と注射

中央図書館駐車場
尾道市役所
尾道南高校
長江中学校グラウンド内
旧ＪＡ西藤出張所
河原公園

ＪＡ三成支所
畑地区共同利用施設
ＪＡ木ノ庄西支所
石畦ふれあいクラブ
木ノ庄東小学校前
ＪＡ原田支所
いきいきサロン小原

戸崎桟橋
浦島漁協
浦崎人権文化会館
旧高尾公民館
上組集会所

しまなみ交流館前広場
日比崎公民館
平櫛医院裏
ＪＡ栗原支所
川上児童公園
尾道大学正門
中国労働衛生協会尾道検診所

栗原第一児童公園
三成ヶ丘第一児童公園
旧ｃｏｏｐミニ三美園店
旭ヶ丘第一児童公園
いきいきサロン新高山

旧ＪＡ名荷支所
旧ＪＡ林支所
中野多目的集会所
鹿田原・厳島神社前
旧ＪＡ高根支所
沢・八幡神社

母子健康センター
ＪＡ三原せとだ南出張所
南風園
なぎさ園
早瀬バス停前
旧ＪＡ垂水支所
旧ＪＡ福田支所
瀬戸田市民会館前

いきいきサロン椋浦
鏡浦町民会館
外浦集会所
徳永区民会館
中庄公民館
新開区研修所

重井東浜荷揚場
重井公民館
重井明神さん
大浜公民館
西浦臼崎神社
竹長区民会館

生協田熊店
田熊公民館
寿楽園
東生口公民館
佐屋条バス停奥　

東区弁財天
郷区区民館
土生公民館
荒神社下
新生区児童公園
市役所因島総合支所

三庄９区会館
Yショップ神田店
三庄公民館
三庄３区金毘羅堂
千守地蔵堂

いきいきサロン新浜
吉和公民館
吉和公民館福地分館
広島県尾道庁舎
いきいきサロン木頃
藤井川公民館

新開公民館
歌バス停前
市役所百島支所
百島泊消防とん所

今津野公民館
河内公民館
綾目公民館
市役所御調支所

市役所御調支所
大和公民館
上川辺公民館
菅野公民館

ハローズ東尾道店北駐車場
西新涯西児童公園
東部公民館
大田人権文化会館
ＪＡ山波支所

古江浜公民館
大町公民館
市役所向東支所
森金公民館
旧彦ノ上保育所前

立花公民館
干汐公民館
江奥休組公民館
江奥塞之神ずい道
中富浜九軒島緑地
《山陽造船跡地南側入川沿》

津部田コミュニティーセンター
JA岩子島事業所
有道ふれあいセンター
やすらぎ荘
尾道市民センターむかいしま

5月10日（月）

5月11日（火）

5月12日（水）

5月13日（木）

5月14日（金）

5月17日（月）

5月18日（火）

5月19日（水） ５月31日（月）

６月１日（火）

６月２日（水）

６月３日（木）

６月４日（金）

5月20日（木）

5月21日（金）

5月24日（月）

5月25日（火）

5月26日（水）

5月27日（木）

5月28日（金）

９：30〜10：00
10：20〜10：40
11：00〜11：20
11：30〜11：50
13：05〜13：35
13：55〜14：10

９：30〜10：25
10：45〜10：55
11：15〜11：25
11：45〜12：00
13：00〜13：15
13：35〜14：00
14：20〜14：30

９：50〜10：00
10：20〜10：55
11：15〜12：00
13：00〜13：15
13：35〜13：55

９：30〜９：50
10：10〜10：30
10：50〜11：10
11：30〜12：00
13：00〜13：15
13：35〜13：50
14：10〜14：30

９：40〜９：50
10：10〜10：30
10：45〜11：15
11：30〜12：00
13：10〜13：40

10：00〜10：20
10：30〜11：05
11：15〜11：35
11：45〜11：55
13：00〜13：20
13：30〜13：45

10：10〜10：30
10：40〜10：50
11：00〜11：10
11：20〜11：35
11：45〜11：55
13：00〜13：25
13：40〜14：10
14：20〜14：30

10：10〜10：20
10：35〜10：45
11：00〜11：20
11：35〜12：00
13：20〜14：00
14：15〜14：40

10：00〜10：40
11：00〜11：20
11：40〜12：00
13：10〜13：35
14：00〜14：25
14：40〜14：55

10：10〜10：50
11：10〜11：45
13：00〜13：20
13：40〜14：10
14：25〜14：45

10：00〜10：20
10：40〜11：00
11：20〜12：00
13：20〜13：30
13：50〜14：10
14：30〜14：50

10：00〜10：15
10：30〜10：50
11：10〜11：40
13：20〜13：40
13：50〜14：10

9：30〜 9：40
10：00〜10：50
11：10〜11：20
11：40〜11：50
13：10〜13：25
13：45〜14：15

９：50〜10：20
10：35〜10：55
13：10〜13：40
14：00〜14：20

９：40〜10：10
10：30〜11：20
11：40〜12：00
13：10〜14：00

９：50〜10：20
10：40〜11：00
11：20〜12：00
13：20〜13：40

９：30〜10：20
10：35〜10：55
11：10〜11：50
13：00〜13：30
13：45〜14：30

９：40〜10：05
10：25〜10：40
11：00〜12：00
13：00〜13：20
13：40〜14：10

９：30〜10：00
10：20〜10：30
10：50〜11：10
11：30〜11：50
13：00〜14：00

９：30〜10：10
10：30〜10：50
11：10〜11：50
13：10〜13：40
14：00〜15：00

登録・注射は尾道市内の動物病院
でも行っています。

因島動物病院
（因島中庄町西浦2430-4　☎0845-24-3357）
おおはま獣医科医院
（因島大浜町380-2　☎0845-24-3210）
くまさん動物病院
（栗原町6059-2　☎0848-24-0037）
しまなみ動物医療ステーション
（因島中庄町西浦1852-4　☎0845-26-2228）
村井獣医科医院
（吉 浦 町 3 - 9 　☎0848-22-6626）
むらかみ動物病院
（栗原町8565-2　☎0848-23-5788）
吉岡獣医科医院
（栗原町6316-2　☎0848-25-4068）
吉本獣医科医院
（久保二丁目24-15　☎0848-37-1236）
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手作りの衣装でパレード
　３月３日、瀬戸田町で「第４回ひな祭り」が
行われ、町内の保育園の子どもたちが手作り
の衣装を着て商店街をパレードしました。

保存修理事業が完了
　平成20年１月から着工した重要文化財浄
土寺方丈と露滴庵の保存修理事業が完了し
ました。３月24日、方丈扁額の除幕と御本尊
「釈迦如来像」遷座式、宵灯りの茶会などが
行われました。

うまく焼けるかな
　3月7日、尾道市民センターむか
いしまで「はじめてのキッズキッチ
ン教室」が行われ、子どもたちが保
護者や地域の皆さんと一緒に、野菜
たっぷりのピザを作りました。

尾道の特産品が大集合
　３月21日、県営上屋2号で「みな
とオアシスフェア」が行われ、はし
であさり取りゲームや特産品の販
売などで賑わいました。

尾道のワケギが給食に

　関西では、ひなまつりの日
に子孫繁栄を願ってワケギ
を食べる習慣があります。今回、
本市でもそれにちなみ、ＪＡ
尾道市から提供していただき、
３月３日・４日にかけて、市
内で給食を実施している学
校等でワケギサラダなどが
登場しました。

間伐材で工作したよ
　３月７日、御調町で「おの
みちの森づくり事業 森林体
験活動」があり、間伐材を使
ってペン立てを作ったり、し
いたけの植菌を体験したり、
桜の植樹をしたりして自然
とふれあい、森林の大切さを
学びました。

農家の皆さんおのみち援農テゴー隊事業が始まります
　市では、ボランティアによる農作業の支援制度「おの

みち援農テゴー隊事業」を創設しました。

　この制度は、ボランティアで農作業をお手伝いした

いという人を募り、農繁期に人手の必要な農家へボラ

ンティアの都合に合わせて、お手伝いをしていただく

ものです。

　この制度の創設に当たり、ボランティアの受入希望

農家を募集します。ご相談、お申し込みください。

第１期募集期間

　４月12日（月）〜５月31日（月）

※第１期募集終了後も随時募集の案内をします。

申込・問い合わせ先

　農林水産課農林振興係　　　（☎0848-20-7506）

　因島総合支所しまおこし課　（☎0845-26-6211）

　御調支所まちおこし課　　　（☎0848-76-2922）

　向島支所しまおこし課　　　（☎0848-44-0112）

　瀬戸田支所しまおこし課　　（☎0845-27-2212）
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災害時要援護者の
登録希望者調査

　市では、昨年11月から在宅で生活

する介護保険の要介護3以上の人、

一人暮らしをしている75歳以上の

高齢者、75歳以上の高齢者のみの世

帯のお宅を調査員が訪問し、災害時

に自力での避難が困難な人（要援護者）

の登録を行いましたが、今月からは

上記以外の高齢者で登録を希望す

る人について調査が始まります。

　調査対象者については依頼文を

送付しますので、必要事項を記入し

て返送をお願いします。

　また、今回の調査対象者以外で登

録を希望する人は、危機管理係へご

連絡ください。

　総務課危機管理係（☎0848-25-7216）

千光寺公園グラウンド（芝生）
の占用使用説明会

　千光寺グラウンドは、市民や観光

客の憩いの場として、また軽スポー

ツ等を通じて余暇の充実や健康増

進を図る目的で整備（芝生化）され

ました。グラウンドゴルフや小中学

生のサッカー・ラグビーの練習など

での占用使用も可能となります。

　次の日程で占用使用説明会を開

催しますので、希望する人（団体）は

ご参加ください。使用開始は５月下

旬を予定しています。

日時　４月23日（金）19：00〜

場所　尾道勤労青少年ホーム１階集会室

※芝生やグラウンドの管理上、占用

使用を認める曜日や時間帯に制

限があります。また、使用できな

い競技等あります。詳しくはお問

い合わせください。

　尾道勤労青少年ホーム

　（☎0848-22-5396／13：00〜21：00）

「第１歌戸丸」
就航

　４月１日から、向東（歌）〜浦崎（戸

崎）を就航中のフェリーが新しくな

りました。新しい船の名前は「第1歌

戸丸」で、以前より大きくなり、普通

自動車６台の積載が可能です。船型

も前後からの乗降が可能である両

頭船になり、よりスムーズな乗船が

できるようになりました。客室につ

いても、バリアフリー対応となりま

した。ぜひご利用ください。なお、新

造船就航に伴う運航ダイヤ・運賃に

ついては変更ありません。

　歌戸運航㈱

　（歌港組内　☎0848-44-2600）

おのみちバス
４月１日からダイヤ改正

　新しい携帯用時刻表は、尾道駅前バ

スセンター、市役所総合案内、市内各

回数券販売所、おのみちバス本社で配

布しています。

　新規路線の瀬戸田線は、尾道駅前

⑦番のりばから乗換えなしで耕三寺、

平山郁夫美術館、瀬戸田港へ行くこ

とができますので、通勤・通学・通院

にご利用ください。

※因島の人は「因島重井ＢＳ」でご

乗車ください。

　おのみちバス(株)（☎0848-46-4301）

因島漁船等巻揚施設使用料金
の改正

　平成22年４月１日より、次のとお

り因島漁船等巻揚施設設置および

管理条例の一部を改正しました。

　因島総合支所しまおこし課

　（☎0845-26-6211）

　因島市漁業協同組合

　（☎0845-22-0155）

尾道市次世代育成のための
電子メディア対策実施計画を
策定しました

　市では、子どもたちと電子メディ

アとの健全な関係を目指して、行政・

学校・地域および保護者が相互に協動・

連携し、どのように取り組んでいく

かを定めた尾道市次世代育成のた

めの電子メディア対策実施計画を

策定しました。

　本実施計画は、生涯学習課ホーム

ページでご覧ください。

　尾道市青少年センター

　（☎0848-37-8744）

大雨や洪水などの気象警報・注
意報を市町ごとに発表します

　気象庁では、５月27日（予定）から、

気象警報・注意報を市町単位で発表

します。例えば、尾道市に災害発生

のおそれがある場合、これまでは、

尾道市を含む「広島県」、「南部」、ま

たは「福山・尾三」に対して警報・注

意報を発表していましたが、５月27

日からは、「尾道市」を明示して発表

します。

　ただし、テレビやラジオ、また177

天気予報サービスなどでは、市町単

位で発表されている気象警報・注意

報を簡潔に、短時間に伝える必要が

あるため、市町をまとめた地域の名

称（これまでの５つの区域の名称）

を用いてお知らせする場合があり

ます。

　なお、市町ごとの気象警報・注意

報の詳細な内容は、広島地方気象台

ホームページや国土交通省防災情

報提供センターの携帯電話サイト

に掲載する予定です。

　広島地方気象台防災業務課

　（☎082-223-3953）

教室・催しなど、料金表示のな
いものは原則無料です。（参加
費など）

２日間

２日間

３日目以降１日当たり

３日目以降１日当たり

4,000円以内

6,000円以内

1,000円以内

1,500円以内

In
for
mation

お知らせ

☎ 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

市内居住者

市外居住者
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労働力調査にご協力ください

　総務省では、毎月、労働力調査を行っ

ています。

　この調査は、我が国における就業

状態を明らかにし、雇用・失業対策

などの諸施策のための基礎資料と

することを目的として実施される

ものです。

　調査の対象となった世帯には、広

島県知事が任命した統計調査員が

伺いますので、調査にご理解をいた

だき、ご回答をお願いします。

　広島県統計課（☎082-513-2533）

「尾道文化」第28号発刊 

　尾道市文化協会の文芸誌「尾道文化」

第28号が発刊されました。評論・随想・

文芸作品など、尾道市文化協会会員

を中心に作品を掲載しています。

規格　Ａ5判、164頁

定価　1,000円

　尾道市文化協会事務局

（文化振興課内　☎0848-25-7366）

尾道市立美術館友の会会員募集

会員特典　展覧会案内の配布、展覧

会の割引観覧など

会費　一般会員 3,000円、学生会員

1,000円、ファミリー会員2,000円、

賛助会員10,000円（1口）

　市立美術館（☎0848-23-2281）

市立小学校・中学校の
臨時的任用職員・非常勤講師募集

募集資格　教員免許を所有してい

る人（取得見込みの人を含む）

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　教育委員会学校経営企画課

　（☎0848-20-7453）

親子記者事業参加者募集

　尾道市が加入している日本非核

宣言自治体協議会では、８月８日（日）

〜11日（水）に長崎市内において、長

崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典等

の被爆地のようすや被爆者への取

材を行う小学生とその保護者の親

子記者を募集しています。

　詳しくはホームページをご覧く

ださい。

　日本非核宣言自治体協議会事務局

　（長崎市平和推進課内　☎095-844-9923）

http://www.nucfreejapan.com

尾道菊花同好会新規会員募集

　個人で菊づくりをしている、新し

く菊花栽培を考えている皆さんへ、

全国レベルの同好会会員が指導し

ます。年２回の研修会（春・秋）もあ

ります。

　千光寺公園で毎年秋に開催され

る「尾道菊花展」に出品するのが同

好会の目的です。ぜひご参加ください。

会費　入会金1,000円

　年会費3,000円、研修会費は無料

　尾道菊花同好会事務局（尾道観光

協会内　☎0848-37-9736）

瀬戸田を歩こう！
花薫る尾道ウォーク
参加者募集 

日時　５月16日（日）10：00

　シトラスパーク瀬戸田スタート

受付時間

　①尾道駅前広場　８：00〜８：40

　②シトラスパーク瀬戸田　８：30〜

コース

　A：多々羅大橋眺望（10㎞）

　B：まち歩き（３㎞）

　C：高根島かんきつ浴（10㎞）

参加費　500円（②へ集合の場合）

※①に集合する場合は、バス代とし

　て500円追加。小学生以下半額

申込期限　５月７日（金）

　　観光課

（☎0848-25-7184　0848-25-7293）

因島アメニティ公園まつり 

期間　５月３日（祝）・４日（祝）

時間　10：00〜15：00

場所　因島アメニティ公園しまな

みビーチ

内容　青空市、魚のつかみどり（500

円）、ポニー乗馬、体験小早、移動

動物園、ふあふあ遊具、木工教室、

アインコーン打楽器ライブ（３日）、

因島村上水軍陣太鼓（４日）など

■運営ボランティア募集

　一緒にまつりを盛り上げてくれ

るボランティアスタッフを募集し

ます。

日程　５月３日（祝）・４日（祝）

　※１日だけの参加も可

内容　イベントの進行補助・ごみの

分別回収など

申込方法　４月20日（火）までに、参

加者の「名前、住所、年齢、電話番号」

を電話またはＦＡＸで申込

※高校生以下の場合は保護者の同

意が必要です。グループ、職場、個

人いずれの申込も大歓迎です。

　　因島アメニティ公園まつり実

行委員会事務局（因島総合支所し

まおこし課内　☎0845-26-6212

　0845-22-2203）

‘10いんのしま商工業まつり 

日時　４月18日（日）９：00〜16：00

場所　因島市民会館、芸予文化情報

センター

テーマ　てっぱん伝説はじまる。

内容　てっぱんでたべる（鉄板焼き

コーナー・各種バザー）、てっぱん

であそぶ（紙ヒコーキ大会・エア

バズーガ大会）、てっぱんでまな

ぶ（企業ブース・造船の歴史コー

ナー・味覚の体験コーナー）、因島

高校吹奏楽部演奏、お楽しみ抽選

会など

　因島商工会議所（☎0845-22-2211）

第22回子ども太鼓交流会
〜京都・伯方・瀬戸田・因島〜 

日時　５月12日(水)16：00〜18：00

場所　因島市民会館大ホール

内容　京都の小学生と伯方・瀬戸田・

催　し

募　集
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因島の子ども太鼓団体による太

鼓演奏および交流会

　因島瀬戸田地域教育課

　（☎0845-26-6204）

第27回さくら茶会

　春爛漫の千光寺公園でのひとと

きを、家族や友だちとお楽しみくだ

さい。

日時　４月17日（土）11：00〜16：00

　　　（雨天決行）

場所　千光寺公園、市立美術館西側一帯

お茶券　2,500円（前売券2,000円）

※お茶・お菓子・点心弁当・抽選券・

割引券付

　尾道商工会議所女性会

　（☎0848-22-2165）

尾道東ロータリークラブ
社会奉仕プロジェクト事業
竹内智香講演会「夢って…」

日時　４月23日（金）18：30〜

場所　しまなみ交流館

講師　竹内智香さん（バンクーバー

冬季オリンピックスノーボード

女子パラレル大回転日本代表）

※無料招待券が必要。詳しくはお問

い合わせください。

　尾道東ロータリークラブ

　（☎0848-25-5378）

第２回尾道文学談話会

　志賀直哉の「プラトニック・ラブ」

を取り上げてお話しします。鳥取県

の三朝温泉を舞台にした興味深い

短篇です。

日時　５月６日（木）18：30〜20：00

場所　尾道白樺美術館［尾道大学］

講師　寺杣雅人（尾道大学日本文学科教授）

定員　15人　申込期限　５月３日（祝）

　　尾道白樺美術館［尾道大学］

　（☎0848-20-7831／火・水曜休館）

尾道市吹奏楽団第18回演奏会

日時　５月９日（日）13：30開演

　　　（13：00開場）

場所　しまなみ交流舘

入場料一般500円、学生400円

※小学生は保護者同伴につき無料

曲目　火の鳥、プスタ、のだめカンター

ビレメドレー、コーヒールンバ、ヤッ

ターマンの歌ほか

指揮　景山勝博

チケット販売　マスハラ楽器（栗原

音楽センター）または各団員

　尾道市吹奏楽団事務局

　（矢田　☎090-1012-8341）

中央図書館
尾道市立図書館「国民読書年記念イベント」

■としょかん・こども・フェスティバル

日時　５月８日（土）13：30〜14：30

内容　たんぽぽファンタジー、エプ

ロンシアター「ぞうのはなはなぜ

ながい？」、みんなであそぼ!!「ピ

コピコテレパシー」、人形劇「三び

きのやぎのがらがらどん」

協力　中通絵本の会「たんぽぽのへや」

■民話紙芝居発表会

　尾道市に伝わる、昔話や民話をも

とにした紙芝居の作成を記念して、

おはなし会を開催します。

日時　４月29日（祝）14：00〜14：45

内容　千光寺の玉の岩、西国寺の仁

王さん、ベッチャーまつりほか

読み手　堀　純子さんほか

ピアノ　正木路子さん

　中央図書館（☎0848-37-4946）

因島図書館
尾道市立図書館「国民読書年記念イベント」

■やまねこ母さん朗読会

日時　４月18日（日）14：00〜15：00

作品　「虔十公園林」宮沢賢治作（朗読：

吉田路子さん、ピアノ演奏：中矢

聡子さん）

展示　蜜蝋クレヨン画「虔十公園林」６点

対象　大人（定員60人）

■視聴覚資料の貸出点数が５点に

　４月１日から視聴覚資料の貸出

点数が５点までに増えました。図書・

雑誌などを含め貸出点数は合計10

点です。予約点数も全資料合わせて

５点になります。

　視聴覚資料の他館からの取り寄

せは１点です。カウンターで申し込

んでください。視聴覚資料の返却は、

尾道市立図書館５館のどこでもで

きますが、破損の恐れがありますので、

必ずカウンターまでお願いします。

　因島図書館（☎0845-22-8660）

瀬戸田図書館 
似顔絵の宮地“クイック似顔絵
in瀬戸田”展

　作品里帰り展のために帰郷した

宮地真一さんが故郷の人々を描き

ました。その似顔絵をモデルになっ

た人たちから借りて展示します。

期間　４月14日（水）〜５月２日（日）

時間　10：00〜17：00（月・火・祝日休館）

　瀬戸田図書館（☎0845-27-1877）

中村憲吉特別展

　アララギ派の歌人である中村憲

吉は、昭和８年に療養のため尾道に

移り住み、仮寓において昭和９年５

月５日に45歳でその生涯を閉じま

した。命日を中心に特別展を開催し

ます。

期間　４月24日（土）〜５月23日（日）

時間　９：00〜18：00（入館は17：30まで）

場所　おのみち文学の館「文学記念

室」、「中村憲吉旧居」

内容　憲吉直筆の短歌軸や歌画帖、

愛用品等の展示

入館料　300円（文学記念室、志賀直

哉旧居、中村憲吉旧居３館共通）、

中学生以下無料

　文化振興課（☎0848-25-7366）

　文学記念室（☎0848-22-4102）

因島勤労青少年ホーム

■硬式卓球教室

期間　４月15日（木）〜６月24日（木）

時間　19:30〜21:30（全10回）

場所　因島勤労者体育センター

対象　市内在住または勤務先のある人

講師　村上祐司さん、岡野武尚さんほか

定員　20人

※利用者連絡協議会未登録者は500

円必要

　　因島勤労青少年ホーム

　（☎0845-24-1228／水曜休館）

☎ 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



28 広報おのみち・平成22年４月

あなたのキャリアアップ応援します！

秘書検定講座

　ビジネスの基本的な常識やルール・

マナーについて学びませんか。

期間　４月27日（火）、５月11日（火）・

25日（火）、６月8日（火）

時間　19：00〜21：00（全4回）

対象　市内在住または勤務先のある

15歳〜35歳未満の人（学生は除く）

講師　新祖美智恵さん（新祖ビジネ

スマナー塾）

定員　先着15人

内容　秘書の資質（身だしなみ・心

構え・気配り）、職務知識・技能（ス

ケジュール管理・会議・書類管理）、

マナー・接遇（来客応対・電話応対・

冠婚葬祭）、ビジネス文書（社内文書・

社外文書・メール）、ビジネスでの

お悩みＱ＆Ａ

※受講終了後、希望者のみ検定試験３

級を受けることができます。（有料）

※新規の人は会員登録料1,200円。

別途教材費2,415円が必要

申込期限　4月19日（月）

　　尾道勤労青少年ホーム

　（☎0848-22-5396）

スカウトわいわい広場 

　尾道みなと祭で、クラフトワーク

無料体験、パネル展示などを行います。

日時　４月24日（土）10：00〜14：30

場所　本通り商店街ＵＣＣコーヒー

前空店舗

　ボーイスカウト尾道第１団・ガー

ルスカウト広島第４団事務局

　（☎0848-46-0950）

無料法律相談室

日時　５月10日（月）10：00〜15：00

（受付９：30〜14：30）

場所　しまなみ交流館２階大会議室

内容　金銭、土地建物、登記、交通事故、

夫婦、親子、相続等法律問題全般

　広島地方裁判所尾道支部

　（☎0848-22-5285）

フィーラス華陶芸教室＆交流会 

日時　４月18日（日）

　陶芸体験　10：00〜12：00

　昼食交流会　12：00〜14：00

場所　千光寺公園かおり館

講師　金野光賀さん

定員　先着30人

参加費　1,500円（昼食代込）

　小学生500円、外国人無料

申込期限　４月16日（金）

　　ひかり服装専門学校

　（☎0848-23-3140　0848-24-0507）

広島県国際交流協会４月例会

日時　４月25日（日）13：00〜16：00

歌　サマータイム

ディスカッション　21世紀は消費者

民主主義の時代になるか

講演　日本における外国人たちの常

識とは

講演者　グレゴリー・ベックさん

　松浦宅ラウンジ（☎0848-37-3518）

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

定期救命講習会

　いざというときのために、応急手

当を習得しましょう。

申込期限　各回とも開催日の14日

前まで

※詳しくは、市消防局ホームページ

をご覧ください。

　　消防局警防課（☎0848-55-9122）

危険物取扱者試験（前期） 

試験日［願書受付期間］

①６月27日（日）［電子申請：５月４

日まで、書面申請：５月７日まで］

　場所　広島市、三次市

②７月18日（日）［電子申請：５月10

日〜30日、書面申請：５月13日〜

６月２日］

　場所　呉市、三原市、福山市

試験の種類　甲種、乙種、丙種

※インターネットによる電子申請

ができます。併願・複数受験可

受験願書配布場所

　消防局予防課、尾道・尾道西・因島

消防署、向島・御調・北・瀬戸田分署、

因北出張所

受験手数料　甲種5,000円、乙種

3,400円、丙種2,700円

※後期試験日は、11月28日（日）、12

月19日（日）です。申込方法等、詳

しくは受験案内をご覧ください。

　（財）消防試験研究センター広島

県支部（☎082-223-7474）

http://www.shoubo-shiken.or.jp

【準備講習会：乙種第４類（法令・化学）】

講習日　５月18日（火）９：30〜16：30

場所　尾道消防防災センター６階多

目的研修室（駐車場はありません。）

申込方法　講習受付当日９：00〜

受講料　尾道防火協会加入会員・高校・

大学生8,200円、その他11,200円（テ

キスト代含む）

持参物　筆記用具、受講票、受講料

※尾道防火協会でテキストのみの

販売もしています。

　消防局予防課（☎0848-55-9123）

甲種防火管理資格取得講習会 

【尾道会場】

講習日　６月３日（木）・４日（金）

場所　尾道消防防災センター６階

多目的研修室（東尾道18-２）

定員　80人　受講料　6,000円

【因島会場】

講習日　６月７日（月）・８日（火）

場所　土生公民館１階大会議室

定員　50人　受講料　6,000円

■甲種防火管理再講習会

講習日　６月９日（水）

場所　尾道消防防災センター６階

多目的研修室

定員　先着30人　受講料　3,000円

【共通事項】

受付期間　５月６日（木）〜21日（金）

（土・日曜を除く）

※受講料の払戻は、５月21日（金）ま

でにキャンセルを申し出た場合

または自然災害等により日程変

更した場合のみ可

　　消防局予防課（☎0848-55-9123）

開催日時 種　別 定員 場　所

第１回
5月16日（日）
９：00〜12：00

第２回
７月11日（日）
９：00〜12：00

普通救命

普通救命

30人

30人

消防局
３階

因島消防署
２階

☎ 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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音楽によるまちづくり
●音楽探偵中川賢一、
　ショパンの謎を探る！

因島フラワーセンター
2010春のフラワーまつり

●ピアノと絵本であそぼ！

　ピアニスト、指揮者の中川賢一さんが、今年生誕

200年を迎えるショパンを、深く掘り下げます。

◎日時　５月22日（土）10：30〜11：30

　場所　因島市民会館大ホール

◎日時　５月23日（日）10：30〜11：30

　場所　中央図書館視聴覚ホール

対　象　小学生以上

参加料　無料

　しまなみ交流館（☎0848-25-4073）

　ピアノの演奏と絵本の読み聞

かせを楽しみませんか。

◎日時　５月22日（土）15：00〜

　場所　芸予文化情報センター

　　　　多目的ホール

　　因島図書館（☎0845-22-8660）

◎日時　５月23日（日）15：00〜

　場所　むかいしま文化ホール

　　向島こども図書館（☎0848-44-0114）

【共通事項】

演奏　中川賢一さん

対象　幼児〜大人（幼児は保護者の同伴が必要）

※各会場へ申込が必要です。

定員　各会場先着50人　参加料　無料

申込期間　４月15日（木）〜５月14日（金）

日時　５月１日（土）〜５日（祝）９：00〜17：00

入場料　500円（中学生以下・65歳以上無料）

内容　花苗プレゼント（先着100人）、屋台・物産販売、ウォー

クラリー付きアンケート、除虫菊展、大温室クイズラ

リー、フラワーパス入会者募集、地元団体ステージ

　【１日】ポニー乗馬（100円）、重井小トランペット鼓隊、

似顔絵（500円〜）【２日】ふわふわ遊具（100円）、忍

たま乱太郎お遊び道場の段（ゲームなど）、ポニー乗馬、

似顔絵、因島村上水軍陣太鼓、フラダンス、よさこい

　【３日・４日】似顔絵、バンド演奏【5日】お散歩アニマ

ルプレゼント（子ども先着100人）、寄せ植え体験（500

円〜）、ポニー乗馬、似顔絵、お茶席（400円）、花摘み体

験、みかんちゃんとリトミック、獅子舞、コーラス

　因島フラワーセンター（☎0845-25-1187）

シトラスパーク瀬戸田
ゴールデンウィークイベント

　イベント期間中は、こいのぼりがあがっています。

また、４月中旬まで、園内では約800本の桜が順次咲

きます。お花見にお越しください。

日時　５月１日（土）〜５日（祝）11：00〜15：00

内容　ふわふわドーム（小学６年生まで、100円）、調

香教室（オリジナルコロン作り、2,000円）、石けん

作り体験（２日のみ、500円）

※天候等により変更・中止あり。５月６日は振替休園

　シトラスパーク瀬戸田

　（☎0845-26-3030／9：30〜16：00／火曜休園）

先着20組

各20組

若干名

若干名

なし

子育て応援相談

ぱくぱくタイム
〜栄養相談〜

先着10組
つくって遊ぼう
〜紙コップおもちゃ編〜

①４／26（月）②５／14（金）
10：00〜11：00

不要なしみかんちゃんとリトミック
①４／21（水）②５／19（水）
10：00〜10：30

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

①1歳半までのお子さんと保護者②1歳半からのお子さんと保護者。身近な
物を使って、簡単おもちゃをつくります。持参物：色ペン・ハサミ・材料費等

未就園のお子さんと保護者。いつから読んであげたらいいのか、どん
な絵本を読んだらいいのかどんな楽しみがあるのかをお伝えします。先着20組えほんの楽しみ方 ５／11（火）

10：00〜10：30

♪とんかち・うんぱっぱ♪
〜ミュージック・ケア〜

５／６(木）・20（木）
９：30〜11：00、11：00〜12：30

５／19(水）
10：30〜11：30

５／12（水）・13（木）・24（月）
９：30〜11：30

ソーシャルワーカーが個別相談に応じます。初回優先・無料。
子育てや夫婦間、身近な人間関係の中から起こる心の疲れを
話すことからはじめて、プラス方向に歩き出してみませんか。

反り返って抱きにくい、新しい食材・場所・人に敏感、あそびがマ
イペース、日常生活で必要な言葉が増えにくい…など、子どもの
発達に関することについて発達相談員が個別相談に応じます。
身長・体重測定後、子育て支援課の栄養士と食事に
ついての相談ができます。お子さんの成長が書き込
めるように、初回参加時に記入カードを発行します。

こどもとママのこころの相談

全日程参加可能な人。タッチケア・ふれあいあそび・
絵本の読み語り・けがや病気、離乳食などの話・ママ
の交流タイムなど（パパの参加も可）

音楽を身体で聴きながら楽しんでみませんか。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。

はいはいランド
〜タッチケア〜

５／６
必着

受付中

不要

受付中

受付中

①４／12〜
②４／30〜

４／27〜

５／14（金）・28（金）、６／11（金）・25（金）
10：00〜11：30（６／11は13：30〜15：00）

５／26（水）概ね１歳未満児　10：00〜11：00
５／27（木）概ね１歳以上児　10：00〜11：00

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


