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因島・瀬戸田地区の皆さん
防災行政無線で放送した内容を
もう一度聞くことができます

　「放送が聞こえにくかった」「もう
一度はじめから聞きたい」。このよ
うな時には、次の番号へお電話くだ
さい。
因島地区　　☎0845-22-3588
生口島地区　☎0845-27-1393
　総務課危機管理係（☎0848-25-7216）

「おのみち生き活きセミナー」
実行委員募集

　教育委員会では、人材養成とネッ
トワークづくりを目的とした「おの
みち生き活きセミナー」を今年も開
講します。
　幅広い年代の皆さんに“未来への
夢や希望を持った信頼される人づ
くり”の担い手になっていただくた
め、セミナーの企画や運営などに参
画する実行委員を募集します。あな
たが学びたいセミナーをあなた自
身の手で創ってみませんか。
申込資格　どなたでも
内容　おのみち生き活きセミナー
（講座）の企画運営
■昨年度実績
テーマ　「音楽・癒し・学び」

講座内容　「世界の打楽器で遊ぼ
う」「音楽療法による心の安定と
体のリハビリ」「上本訓久さんを
迎えて」「笛の縁」「笛の音色に癒
されて」
申込期限　５月24日（月）
　　生涯学習課（☎0848-20-7444）

おのみち日本語教室
ボランティア募集

　尾道市周辺で生活している日本
語を母国語としない人への、「日本
語学習支援」ボランティアを募集し
ています。関心のある人、ボランテ
ィア希望の人はお問い合わせのう
え一度見学にお越しください。
日時　火曜　19：00～20：30
場所　日比崎公民館
ボランティア内容　学習者への指
導・指導助手、教室の運営支援
学習形態　レベル別に個人レッス
ン（日本語での学習ですので英語
力は必要ありません。）
　生涯学習課（☎0848-25-7362）
　おのみち日本語教室　
　onomichi_nihongo@yahoo.co.jp

尾道市地域包括支援センター
臨時職員募集

勤務日　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（市役所高齢者福祉課内）
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
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

賃金　時給1,100円（ただし、ケアマ
ネジャーは時給1,300円）
　　高齢者福祉課高齢者福祉係
　（☎0848-25-7137）

平成22年度物品購入等
入札参加資格審査追加申請受付

　平成22年度に市が行う物品購入､
業務委託（建設関連業務を除く）の
入札に参加を希望する人は、次のと
おり申請書を提出してください。

対象　入札参加資格を有していない人
受付期間　６月14日（月）～18日（金）
　８：30～12：00、13：00～17：00
※郵送の場合は６月18日（金）必着
受付場所　財務課用度係（市役所４階）
提出部数　１部（水道局、市民病院、
みつぎ総合病院への提出は不要）
申請用紙　市ホームページからダ
ウンロード可（ダウンロードでき
ない場合は、財務課、因島総合支
所市民生活課、瀬戸田支所住民福
祉課で配布）
　　財務課用度係（☎0848-25-7324）

平成22年度尾道市建設工事等
入札参加資格審査追加申請受付

　平成22年度に市が行う各種建設
工事等の入札に参加を希望する人
は、次のとおり申請書および添付書
類を提出してください。
対象　入札参加資格を有していな
い人、すでに資格を有する市内業
者で業種の追加を希望する人
受付期間　６月14日（月）～18日（金）
　８：30～12：00、13：00～17：00
受付場所　契約管財課契約係（市役所４階）
提出部数　１部（水道局への提出は不要）
申請書　市ホームページからダウ
ンロード
申請方法　指定する様式に必要事項
を記入したものを保存したフロッ
ピーディスクとその内容を印刷し
た申請書を添付書類と併せて提出
（※直接ご持参ください。）
その他　希望者は、受付期間中、広
島県と県内市町が共同で運営す
る「電子入札等システム」を利用
した申請（電子申請）を行うこと
ができます。添付書類は契約管財
課契約係に提出（持参・郵送どち
らでも可で、６月25日（金）必着）
　　契約管財課契約係（☎0848-25-7282）

第62回広島県美術展作品募集

■尾道会場受付
受付日時　６月16日（水）10：00～18：00
受付場所　公会堂ロビー
種目　絵画系、彫塑系、工芸系、書
系、写真系、デザイン系
応募点数　一種目につき一人１点

受付費用　5,500円（出品料3,000円、
搬送費用2,500円）
　文化振興課（☎0848-25-7366）

読み語りボランティア募集
第8回読み語りボランティア養成講座

期間　７月７日～11月10日の第１・３
　水曜　10：00～12：00（全10回）
場所　総合福祉センター
　　尾道市社会福祉協議会
　（☎0848-22-8385）

びんごフルートアンサンブル
第25回記念コンサート
特別合唱団員募集

公演日時
　平成23年１月30日（日）14：00～
場所　しまなみ交流館
内容　春の賦（宮城道男作曲）ほか
練習場所　ミュゼッタ
　　びんごフルートアンサンブル
事務局（☎0848-25-4022）

第8回おのみち100km徒歩の旅
参加小学生募集

　尾道市内のコース100kmを４泊５
日かけて歩く旅です。
期間　８月６日（金）～10日（火）
対象　小学４年生～６年生
定員　100人（申込多数の場合抽選）
参加費　23,000円
申込期間　５月14日（金）～25日（火）
　　ＮＰＯおのみち寺子屋
　（☎050-7568-9555）

 

文化財愛護少年団第１回学習会
洋上セミナー

　フェリーに乗って、坂本龍馬も立
ち寄った鞆の町並みや歴史民俗資料
館、いろは丸展示館、仙酔島などを見
学します。親子で参加できます。
日にち　６月５日（土）※雨天決行
場所　鞆・仙酔島
対象　市内小学５・６年生・中学生

および保護者
定員　先着200人
申込方法　各小・中学校で配布して
いる申込書を提出
　　文化振興課（☎0848-25-7312）

音楽によるまちづくり

■吉野直子（ハープ）コミュニティ・
コンサート～ハープの演奏とお
話によるコンサートとアイリッ
シュ・ハープ体験
日時　６月26日（土）
　　　15：00～16：00
　　　（14：30開場）
場所　御調文化会館ホール
※０歳から入場可。ただし小学３年
生以下は要保護者同伴
入場料　無料
■仲道郁代ピアノ・リサイタル
　～ショパン生誕200年記念～
　オール・ショパンプログラム
日時　６月６日（日）
　　　15：00開演
　　　（14：30開場）
場所　ベル・カントホール
内容　幻想即興曲、ポロネーズ第６
番「英雄」、ワルツ第６番「小犬」ほか

入場料　一般 2,000円、18歳以下・学
生等 1,000円（未就学児の入場は
ご遠慮ください。）
チケット販売所　ベル・カントホー
ル、しまなみ交流館、向島支所、御調
支所、因島市民会館、マスハラ楽器、
フジグラン尾道、大沢レコード、啓
文社福屋ブックセンター・新浜各
店、おのみちバス駅前バスセンター
　しまなみ交流館（☎0848-25-4073）

芦田川水防演習

　芦田川流域において洪水等の水
災が発生するという想定のもと、中
国地方整備局、広島県、芦田川流域
の６市町および消防団、地域住民が
連携し、情報伝達訓練、水防工法訓
練、避難訓練等を実施します。
日時　５月30日（日）９：00～12：30
場所　芦田川河川敷
　（福山市草戸町地先　草戸大橋上流東側）
内容　陸上自衛隊・警察・消防等の
防災機関による人命救助・救護訓

練・給食給水訓練・緊急物資輸送
訓練、家庭でできる簡単な水防や
応急救護の講習など
　総務課危機管理係（☎0848-25-7216）
http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/

大人のための朗読会

日時　５月29日（土）11：00～11：45
場所　向島子ども図書館
　向島子ども図書館（☎0848-44-0114）
日時　５月29日（土）14：00～14：45
場所　中央図書館視聴覚ホール
　中央図書館（☎0848-37-4946）
【共通事項】
内容　光原百合さん（尾道大学准教
授）の作品「星月夜の夢がたり」より
語り手　しまなみ朗読会
対象　小学生以上

第３回尾道文学談話会

　尾道を舞台にした創作民話集「尾
道草紙」を題材に、尾道の風土が生
む新しい物語の可能性についてお
話します。
日時　６月３日（木）18：30～20：00
場所　尾道白樺美術館
講師　光原 百合
　（尾道大学芸術文化学部准教授）
定員　15人
申込期限　５月31日（月）
　　尾道白樺美術館［尾道大学］
　（☎0848-20-7831／火・水曜休館）

０歳から100歳まで
第４回こどもとおとなのおはなし会

　おはなしの好きなこどもたち（お
となたち）に伝えます。自分の好き
なおはなしを皆さんに聞かせてあ
げてください。
日時　６月13日（日）13：30～15：30
場所　中央図書館２階視聴覚ホール
出演申込期限　５月15日（土）
　　おのみち朗読文化を育てる会
　（堀　☎0848-47-3632
　　藤野　☎0848-46-0659）

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）

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

P22･23.pdf   1   10/04/26   21:21



23広報おのみち・平成22年５月22 広報おのみち・平成22年５月

Inf
ormation

お知らせ

募　集

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

因島・瀬戸田地区の皆さん
防災行政無線で放送した内容を
もう一度聞くことができます

　「放送が聞こえにくかった」「もう
一度はじめから聞きたい」。このよ
うな時には、次の番号へお電話くだ
さい。
因島地区　　☎0845-22-3588
生口島地区　☎0845-27-1393
　総務課危機管理係（☎0848-25-7216）

「おのみち生き活きセミナー」
実行委員募集

　教育委員会では、人材養成とネッ
トワークづくりを目的とした「おの
みち生き活きセミナー」を今年も開
講します。
　幅広い年代の皆さんに“未来への
夢や希望を持った信頼される人づ
くり”の担い手になっていただくた
め、セミナーの企画や運営などに参
画する実行委員を募集します。あな
たが学びたいセミナーをあなた自
身の手で創ってみませんか。
申込資格　どなたでも
内容　おのみち生き活きセミナー
（講座）の企画運営
■昨年度実績
テーマ　「音楽・癒し・学び」

講座内容　「世界の打楽器で遊ぼ
う」「音楽療法による心の安定と
体のリハビリ」「上本訓久さんを
迎えて」「笛の縁」「笛の音色に癒
されて」
申込期限　５月24日（月）
　　生涯学習課（☎0848-20-7444）

おのみち日本語教室
ボランティア募集

　尾道市周辺で生活している日本
語を母国語としない人への、「日本
語学習支援」ボランティアを募集し
ています。関心のある人、ボランテ
ィア希望の人はお問い合わせのう
え一度見学にお越しください。
日時　火曜　19：00～20：30
場所　日比崎公民館
ボランティア内容　学習者への指
導・指導助手、教室の運営支援
学習形態　レベル別に個人レッス
ン（日本語での学習ですので英語
力は必要ありません。）
　生涯学習課（☎0848-25-7362）
　おのみち日本語教室　
　onomichi_nihongo@yahoo.co.jp

尾道市地域包括支援センター
臨時職員募集

勤務日　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（市役所高齢者福祉課内）
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
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

賃金　時給1,100円（ただし、ケアマ
ネジャーは時給1,300円）
　　高齢者福祉課高齢者福祉係
　（☎0848-25-7137）

平成22年度物品購入等
入札参加資格審査追加申請受付

　平成22年度に市が行う物品購入､
業務委託（建設関連業務を除く）の
入札に参加を希望する人は、次のと
おり申請書を提出してください。

対象　入札参加資格を有していない人
受付期間　６月14日（月）～18日（金）
　８：30～12：00、13：00～17：00
※郵送の場合は６月18日（金）必着
受付場所　財務課用度係（市役所４階）
提出部数　１部（水道局、市民病院、
みつぎ総合病院への提出は不要）
申請用紙　市ホームページからダ
ウンロード可（ダウンロードでき
ない場合は、財務課、因島総合支
所市民生活課、瀬戸田支所住民福
祉課で配布）
　　財務課用度係（☎0848-25-7324）

平成22年度尾道市建設工事等
入札参加資格審査追加申請受付

　平成22年度に市が行う各種建設
工事等の入札に参加を希望する人
は、次のとおり申請書および添付書
類を提出してください。
対象　入札参加資格を有していな
い人、すでに資格を有する市内業
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受付期間　６月14日（月）～18日（金）
　８：30～12：00、13：00～17：00
受付場所　契約管財課契約係（市役所４階）
提出部数　１部（水道局への提出は不要）
申請書　市ホームページからダウ
ンロード
申請方法　指定する様式に必要事項
を記入したものを保存したフロッ
ピーディスクとその内容を印刷し
た申請書を添付書類と併せて提出
（※直接ご持参ください。）
その他　希望者は、受付期間中、広
島県と県内市町が共同で運営す
る「電子入札等システム」を利用
した申請（電子申請）を行うこと
ができます。添付書類は契約管財
課契約係に提出（持参・郵送どち
らでも可で、６月25日（金）必着）
　　契約管財課契約係（☎0848-25-7282）

第62回広島県美術展作品募集

■尾道会場受付
受付日時　６月16日（水）10：00～18：00
受付場所　公会堂ロビー
種目　絵画系、彫塑系、工芸系、書
系、写真系、デザイン系
応募点数　一種目につき一人１点

受付費用　5,500円（出品料3,000円、
搬送費用2,500円）
　文化振興課（☎0848-25-7366）

読み語りボランティア募集
第8回読み語りボランティア養成講座
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　水曜　10：00～12：00（全10回）
場所　総合福祉センター
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びんごフルートアンサンブル
第25回記念コンサート
特別合唱団員募集
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場所　しまなみ交流館
内容　春の賦（宮城道男作曲）ほか
練習場所　ミュゼッタ
　　びんごフルートアンサンブル
事務局（☎0848-25-4022）

第8回おのみち100km徒歩の旅
参加小学生募集

　尾道市内のコース100kmを４泊５
日かけて歩く旅です。
期間　８月６日（金）～10日（火）
対象　小学４年生～６年生
定員　100人（申込多数の場合抽選）
参加費　23,000円
申込期間　５月14日（金）～25日（火）
　　ＮＰＯおのみち寺子屋
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洋上セミナー

　フェリーに乗って、坂本龍馬も立
ち寄った鞆の町並みや歴史民俗資料
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話によるコンサートとアイリッ
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※０歳から入場可。ただし小学３年
生以下は要保護者同伴
入場料　無料
■仲道郁代ピアノ・リサイタル
　～ショパン生誕200年記念～
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場所　ベル・カントホール
内容　幻想即興曲、ポロネーズ第６
番「英雄」、ワルツ第６番「小犬」ほか

入場料　一般 2,000円、18歳以下・学
生等 1,000円（未就学児の入場は
ご遠慮ください。）
チケット販売所　ベル・カントホー
ル、しまなみ交流館、向島支所、御調
支所、因島市民会館、マスハラ楽器、
フジグラン尾道、大沢レコード、啓
文社福屋ブックセンター・新浜各
店、おのみちバス駅前バスセンター
　しまなみ交流館（☎0848-25-4073）

芦田川水防演習

　芦田川流域において洪水等の水
災が発生するという想定のもと、中
国地方整備局、広島県、芦田川流域
の６市町および消防団、地域住民が
連携し、情報伝達訓練、水防工法訓
練、避難訓練等を実施します。
日時　５月30日（日）９：00～12：30
場所　芦田川河川敷
　（福山市草戸町地先　草戸大橋上流東側）
内容　陸上自衛隊・警察・消防等の
防災機関による人命救助・救護訓

練・給食給水訓練・緊急物資輸送
訓練、家庭でできる簡単な水防や
応急救護の講習など
　総務課危機管理係（☎0848-25-7216）
http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/

大人のための朗読会

日時　５月29日（土）11：00～11：45
場所　向島子ども図書館
　向島子ども図書館（☎0848-44-0114）
日時　５月29日（土）14：00～14：45
場所　中央図書館視聴覚ホール
　中央図書館（☎0848-37-4946）
【共通事項】
内容　光原百合さん（尾道大学准教
授）の作品「星月夜の夢がたり」より
語り手　しまなみ朗読会
対象　小学生以上

第３回尾道文学談話会

　尾道を舞台にした創作民話集「尾
道草紙」を題材に、尾道の風土が生
む新しい物語の可能性についてお
話します。
日時　６月３日（木）18：30～20：00
場所　尾道白樺美術館
講師　光原 百合
　（尾道大学芸術文化学部准教授）
定員　15人
申込期限　５月31日（月）
　　尾道白樺美術館［尾道大学］
　（☎0848-20-7831／火・水曜休館）

０歳から100歳まで
第４回こどもとおとなのおはなし会

　おはなしの好きなこどもたち（お
となたち）に伝えます。自分の好き
なおはなしを皆さんに聞かせてあ
げてください。
日時　６月13日（日）13：30～15：30
場所　中央図書館２階視聴覚ホール
出演申込期限　５月15日（土）
　　おのみち朗読文化を育てる会
　（堀　☎0848-47-3632
　　藤野　☎0848-46-0659）

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）
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各20組

若干名

なし

なし

若干名

20組

20組

各20組

先着20組

先着40組

先着15組

先着10組

なし

５／11～

５／21～

５／15～

不要

つくって遊ぼう
～小麦ねんど編～

６／４（金）
10：00～11：00

人形劇がやってくる ５／25（火）
10：30～11：15

10カ月～未就園のお子さんと保護者。整理券を発行しますので、予約し
た人は受け取りに来てください。外靴入袋持参。出演：じゃんけんぽん

１歳半～未就園のお子さんと保護者。小麦粉２カップ程度・スーパーの袋持参。小麦ねんど
は想像力をかきたてるあそびです。親子そろって、汚れてもよい服装でお越しください。

平成22年１～３月生まれの赤ちゃんと保護者。バスタオル持参。参加者からは、寝くじ
が短くなった・便秘がなくなった・機嫌よく過ごせる日が増えたなど喜ばれています。

１歳半まで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

ベビータッチケア

みかんちゃんとリトミック

６／８（火）
10：30～11：30
６／16（水）
10：00～10：30

♪とんかち・うんぱっぱ♪
～ミュージック・ケア～

ピクニック広場ｉｎ向島
（旧彦ノ上保育所）

ぱくぱくタイム
～栄養相談～

子育て応援相談

はいはいランド
（2グループ）

ちびっ子クッキング
（旧彦ノ上保育所）

ファミ・サポ研修会＆交流会

子育て支援講座
「気持ちをわかってくれてありがとう」

こどもとママのリフレッシュ

６／４（金）・18（金）10：00～12：30
毎月２回（第１・第３金曜）

６／10（木）・24（木）13：30～15：30
６／29（火）９：30～11：30

６／10（木）
10：00～12：00

６／８（火）
10：00～11：30

６／29（火）、７／23（金）13：30～15：00
７／９（金）、８／２（月）10：00～11：30

６／９（水）10：00～11：30
（相談時間10：45～11：30）

６／22（火）10：00～12：00
毎月１回（第４火曜）

お弁当を持って、ピクニック気分で参加してください。みんなで食べ
ると食べる意欲もわいてたのしくたべられます。また、砂場あそび、す
べり台、ブランコあそびもできます。雨の日は遊戯室で遊びます。

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。
抱っこするけど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。

講師：小川恵美さん（子ども発達支援センター保育士）
概ね１歳までのお子さんの心と身体の発達について

４回連続で参加できる親子。タッチケア・ふれあい
あそび・絵本の読み語り・ケガや病気、離乳食の話・
ママの交流タイムなど（パパの参加も可）

親子で一緒に「まぜまぜ・にぎにぎ・のせのせ」しな
がら簡単クッキングをして楽しみます。6月は「ま
きまきサンド」です。概ね1歳６カ月～3歳の親子

子どもが笑顔になれるのはお母さんの優しい声かけと優し
い笑顔です。音楽を身体で聴きながら楽しんでみませんか。
はがきを添えて直接センターへ申込か往復はがきでの申込

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。

保健師による話・お楽しみ工芸でフラワーアレンジ
メント。就学前までのお子さんの保護者（託児あり）

５／24
必着

受付中

不要

不要

受付中

受付中

受付中

６／２（水）・16（水）概ね1歳以上　10：00～11：00
６／23（水）概ね1歳未満 　 　 10：00～11：00

６／３（木）・17（木）
９：30～11：00、11：00～12：30

５／24
９：30～

６／１
９：30～

瀬戸田図書館 
瀬戸田・因島高校生イラストの競演

　頑張って描いているわけじゃな
いけれど、楽しんで描いているのが素
晴らしいイラストです。
期間　開催中、５月30日（日）まで
時間　10：00～17：00（月・火・祝日休館）
　瀬戸田図書館（☎0845-27-1877）

銀遊会水彩画展

　風景画、静物画などさまざまな絵
を展示します。みずみずしい透明感
あふれる水彩画の魅力をご堪能く
ださい。
前期　５月10日（月）～６月７日（月）
後期　６月７日（月）～７月２日（金）
時間　８：30～17：15（土・日・祝日を除く）
場所　尾道市人権文化センター
　尾道市人権文化センター
　（☎0848-37-2631）

尾道商業会議所記念館広場の
イベント

■物産市
日時　原則５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
　（鈴山　☎0848-22-5303）
■まちなかフリーマーケット基地in尾道2010
日時　６月６日（日）９：30～15：00
※出店者募集中（１区画500円、定員先着20組）
　尾道市商店街連合会（☎0848-23-5001）

東京室内管弦楽団
クラシック＆名曲コンサート

　尾道市因島地区手をつなぐ親の
会結成30周年・社会福祉法人若葉創
立20周年を記念して開催します。
日時　６月６日（日）13：30開演（13：00開場）
場所　因島市民会館大ホール
チケット　3,000円（前売券2,500円）
　因島であいの家（☎0845-24-1000）

因島勤労青少年ホーム
陶芸（初心者コース）教室

期間　６月１日（火）～22日（火）
時間　19：30～21：30（全４回）

対象　市内在住または勤務先のあ
る35歳未満の青少年
講師　伊賀　崇さん　定員　15人
材料費　１回約800円（受講無料。利用
者連絡協議会未登録者別途500円）

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）
　　因島勤労青少年ホーム
　（☎0845-24-1228／水曜休館）

平成22年度 尾道市民公開講座

　日本人の死亡原因は、がんが第１
位となっており、がんの治療は、早
期発見が重要です。このため、市民
病院と尾道市の共催で検診の重要
性と、がんの早期発見と治療につい
て最新の情報をお話します。
日時　６月13日（日）13：30～16：00
場所　しまなみ交流館
公開講座
①「肝臓がんの早期発見と治療」
　中井　肇
　（尾道市立市民病院主幹／外科）
　河合 良成
　（尾道市立市民病院消化器科医長）
②前立腺がんの早期発見と治療
　大枝 忠史
　（尾道市立市民病院主幹／泌尿器科）
特別講演「乳がんの早期発見と治療」
　講師　檜垣 健二さん
　（広島市立広島市民病院乳腺外科主任部長）
尾道市のがん検診について
　講師　村上さつき
　（健康推進課専門員・保健師）
　市民病院庶務課（☎0848-47-1155）
　健康推進課（☎0848-24-1960）

オストメイトのための講習会

日時　５月23日（日）13：00～16：00
場所　福山市市民参画センター　
　（福山市本町一丁目35）
内容　オストメイト（人工肛門や人
工膀胱にしている人）のストーマ
ケアや排泄の処理などについて
の講演と医療相談、各メーカーの
ストーマ用装具類の展示
講師　福山市民病院の外科と泌尿
器科の先生・看護師
　㈳日本オストミー協会広島県東部支部・福友会
　（山本　☎090-8065-1403）

広島県国際交流協会5月例会

日時　５月23日（日）13：00～16：00
内容　歌「峠の我が家」、ディスカッ
ション「プラスチックを投棄する
ことによる海洋生物への影響に
ついて」、講演「日本の田舎をどの
ように再生するか（講師：エイミ
ー・チャベスさん）」
　松浦宅ラウンジ（☎0848-37-3518）
http://www.geocities.jp/matsuuras2000/

平成22年度前期危険物
取扱者保安講習

　危険物取扱者免状の交付を受けて
いる人のうち、現に危険物製造所、貯
蔵所または取扱所において危険物の
取扱作業に従事している人は、次の
期日までにこの講習を受講する義務
があります。
①危険物の取扱作業に新たに従事す
ることとなった人はその日から１年
以内。ただし、過去２年以内に免状の
交付を受けている場合または講習を
受けている場合には免状交付日また
は講習日から起算して３年以内
②前回講習を受けた後引き続いて危
険物の取扱作業に従事している人は
前回講習日から３年以内

■受講申請書について
受付期間　５月21日（金）までの
　９：00～16：30（土・日・祝日を除く）
受講手数料　4,700円（広島県収入証
紙または郵便振替）
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
　消防局予防課（☎0848-55-9123）
　（社）広島県危険物安全協会連合会
（☎082-261-8251）

5月30日はごみゼロの日
ごみゼロの日記念「カバンのセール」５／25（火）～30（日）

時の記念日「時計のセール」６／10（木）～20（日）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５／26（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５／26（水）

10：15～12：00

費用：900円、定員：20人、持参物：玉ねぎの皮
玉ねぎの皮で染め物をしよう５／27（木）

10：15～13：00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５／16（日）
13：30～

費用：350円、持参物：裁縫道具
（リサイクル教室　御調・向島10：30～、因島・瀬戸田13：15～）
６／８（火）10：30～15：00　因島総合支所前駐車場
６／９（水）10：30～15：00　瀬戸田市民会館前駐車場
６／11（金）10：00～15：00　道の駅クロスロードみつぎ
６／12（土）10：00～15：00　尾道市民センターむかいしま

出張販売＆リサイクル教室「布で風鈴をつくろう」
６／８（火）
６／９（水）
６／11（金）
６／12（土）

費用：100円、持参物：なし
（リサイクル教室　10：00～）
５／22（土）９：00～12：00　ええじゃん尾道
５／28（金）９：00～12：00　ゆきひろメイト店

出張販売＆リサイクル教室
「新聞紙のエプロンをつくろう」

５／22（土）
５／28（金）

(☎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６／３（木）

13：30～15：00

費用：100円、定員：10人、持参物：すき込む物
牛乳パックで手すきはがきをつくろう６／４（金）

10：30～12：00

☎ 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

講習日 講習種別場所
給油取扱所、その他

給油取扱所、その他

コンビナート

給油取扱所、その他

その他、給油取扱所

三原市

尾道市

福山市

福山市

福山市

7／９（金）

7／12（月）

7／13（火）

7／14（水）

7／15（木）

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
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各20組

若干名

なし

なし

若干名

20組

20組

各20組

先着20組

先着40組

先着15組

先着10組

なし

５／11～

５／21～

５／15～

不要

つくって遊ぼう
～小麦ねんど編～

６／４（金）
10：00～11：00

人形劇がやってくる ５／25（火）
10：30～11：15

10カ月～未就園のお子さんと保護者。整理券を発行しますので、予約し
た人は受け取りに来てください。外靴入袋持参。出演：じゃんけんぽん

１歳半～未就園のお子さんと保護者。小麦粉２カップ程度・スーパーの袋持参。小麦ねんど
は想像力をかきたてるあそびです。親子そろって、汚れてもよい服装でお越しください。

平成22年１～３月生まれの赤ちゃんと保護者。バスタオル持参。参加者からは、寝くじ
が短くなった・便秘がなくなった・機嫌よく過ごせる日が増えたなど喜ばれています。

１歳半まで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

ベビータッチケア

みかんちゃんとリトミック

６／８（火）
10：30～11：30
６／16（水）
10：00～10：30

♪とんかち・うんぱっぱ♪
～ミュージック・ケア～

ピクニック広場ｉｎ向島
（旧彦ノ上保育所）

ぱくぱくタイム
～栄養相談～

子育て応援相談

はいはいランド
（2グループ）

ちびっ子クッキング
（旧彦ノ上保育所）

ファミ・サポ研修会＆交流会

子育て支援講座
「気持ちをわかってくれてありがとう」

こどもとママのリフレッシュ

６／４（金）・18（金）10：00～12：30
毎月２回（第１・第３金曜）

６／10（木）・24（木）13：30～15：30
６／29（火）９：30～11：30

６／10（木）
10：00～12：00

６／８（火）
10：00～11：30

６／29（火）、７／23（金）13：30～15：00
７／９（金）、８／２（月）10：00～11：30

６／９（水）10：00～11：30
（相談時間10：45～11：30）

６／22（火）10：00～12：00
毎月１回（第４火曜）

お弁当を持って、ピクニック気分で参加してください。みんなで食べ
ると食べる意欲もわいてたのしくたべられます。また、砂場あそび、す
べり台、ブランコあそびもできます。雨の日は遊戯室で遊びます。

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。
抱っこするけど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。

講師：小川恵美さん（子ども発達支援センター保育士）
概ね１歳までのお子さんの心と身体の発達について

４回連続で参加できる親子。タッチケア・ふれあい
あそび・絵本の読み語り・ケガや病気、離乳食の話・
ママの交流タイムなど（パパの参加も可）

親子で一緒に「まぜまぜ・にぎにぎ・のせのせ」しな
がら簡単クッキングをして楽しみます。6月は「ま
きまきサンド」です。概ね1歳６カ月～3歳の親子

子どもが笑顔になれるのはお母さんの優しい声かけと優し
い笑顔です。音楽を身体で聴きながら楽しんでみませんか。
はがきを添えて直接センターへ申込か往復はがきでの申込

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。

保健師による話・お楽しみ工芸でフラワーアレンジ
メント。就学前までのお子さんの保護者（託児あり）

５／24
必着

受付中

不要

不要

受付中

受付中

受付中

６／２（水）・16（水）概ね1歳以上　10：00～11：00
６／23（水）概ね1歳未満 　 　 10：00～11：00

６／３（木）・17（木）
９：30～11：00、11：00～12：30

５／24
９：30～

６／１
９：30～

瀬戸田図書館 
瀬戸田・因島高校生イラストの競演

　頑張って描いているわけじゃな
いけれど、楽しんで描いているのが素
晴らしいイラストです。
期間　開催中、５月30日（日）まで
時間　10：00～17：00（月・火・祝日休館）
　瀬戸田図書館（☎0845-27-1877）

銀遊会水彩画展

　風景画、静物画などさまざまな絵
を展示します。みずみずしい透明感
あふれる水彩画の魅力をご堪能く
ださい。
前期　５月10日（月）～６月７日（月）
後期　６月７日（月）～７月２日（金）
時間　８：30～17：15（土・日・祝日を除く）
場所　尾道市人権文化センター
　尾道市人権文化センター
　（☎0848-37-2631）

尾道商業会議所記念館広場の
イベント

■物産市
日時　原則５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
　（鈴山　☎0848-22-5303）
■まちなかフリーマーケット基地in尾道2010
日時　６月６日（日）９：30～15：00
※出店者募集中（１区画500円、定員先着20組）
　尾道市商店街連合会（☎0848-23-5001）

東京室内管弦楽団
クラシック＆名曲コンサート

　尾道市因島地区手をつなぐ親の
会結成30周年・社会福祉法人若葉創
立20周年を記念して開催します。
日時　６月６日（日）13：30開演（13：00開場）
場所　因島市民会館大ホール
チケット　3,000円（前売券2,500円）
　因島であいの家（☎0845-24-1000）

因島勤労青少年ホーム
陶芸（初心者コース）教室

期間　６月１日（火）～22日（火）
時間　19：30～21：30（全４回）

対象　市内在住または勤務先のあ
る35歳未満の青少年
講師　伊賀　崇さん　定員　15人
材料費　１回約800円（受講無料。利用
者連絡協議会未登録者別途500円）

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）
　　因島勤労青少年ホーム
　（☎0845-24-1228／水曜休館）

平成22年度 尾道市民公開講座

　日本人の死亡原因は、がんが第１
位となっており、がんの治療は、早
期発見が重要です。このため、市民
病院と尾道市の共催で検診の重要
性と、がんの早期発見と治療につい
て最新の情報をお話します。
日時　６月13日（日）13：30～16：00
場所　しまなみ交流館
公開講座
①「肝臓がんの早期発見と治療」
　中井　肇
　（尾道市立市民病院主幹／外科）
　河合 良成
　（尾道市立市民病院消化器科医長）
②前立腺がんの早期発見と治療
　大枝 忠史
　（尾道市立市民病院主幹／泌尿器科）
特別講演「乳がんの早期発見と治療」
　講師　檜垣 健二さん
　（広島市立広島市民病院乳腺外科主任部長）
尾道市のがん検診について
　講師　村上さつき
　（健康推進課専門員・保健師）
　市民病院庶務課（☎0848-47-1155）
　健康推進課（☎0848-24-1960）

オストメイトのための講習会

日時　５月23日（日）13：00～16：00
場所　福山市市民参画センター　
　（福山市本町一丁目35）
内容　オストメイト（人工肛門や人
工膀胱にしている人）のストーマ
ケアや排泄の処理などについて
の講演と医療相談、各メーカーの
ストーマ用装具類の展示
講師　福山市民病院の外科と泌尿
器科の先生・看護師
　㈳日本オストミー協会広島県東部支部・福友会
　（山本　☎090-8065-1403）

広島県国際交流協会5月例会

日時　５月23日（日）13：00～16：00
内容　歌「峠の我が家」、ディスカッ
ション「プラスチックを投棄する
ことによる海洋生物への影響に
ついて」、講演「日本の田舎をどの
ように再生するか（講師：エイミ
ー・チャベスさん）」
　松浦宅ラウンジ（☎0848-37-3518）
http://www.geocities.jp/matsuuras2000/

平成22年度前期危険物
取扱者保安講習

　危険物取扱者免状の交付を受けて
いる人のうち、現に危険物製造所、貯
蔵所または取扱所において危険物の
取扱作業に従事している人は、次の
期日までにこの講習を受講する義務
があります。
①危険物の取扱作業に新たに従事す
ることとなった人はその日から１年
以内。ただし、過去２年以内に免状の
交付を受けている場合または講習を
受けている場合には免状交付日また
は講習日から起算して３年以内
②前回講習を受けた後引き続いて危
険物の取扱作業に従事している人は
前回講習日から３年以内

■受講申請書について
受付期間　５月21日（金）までの
　９：00～16：30（土・日・祝日を除く）
受講手数料　4,700円（広島県収入証
紙または郵便振替）
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
　消防局予防課（☎0848-55-9123）
　（社）広島県危険物安全協会連合会
（☎082-261-8251）

5月30日はごみゼロの日
ごみゼロの日記念「カバンのセール」５／25（火）～30（日）

時の記念日「時計のセール」６／10（木）～20（日）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５／26（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５／26（水）

10：15～12：00

費用：900円、定員：20人、持参物：玉ねぎの皮
玉ねぎの皮で染め物をしよう５／27（木）

10：15～13：00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５／16（日）
13：30～

費用：350円、持参物：裁縫道具
（リサイクル教室　御調・向島10：30～、因島・瀬戸田13：15～）
６／８（火）10：30～15：00　因島総合支所前駐車場
６／９（水）10：30～15：00　瀬戸田市民会館前駐車場
６／11（金）10：00～15：00　道の駅クロスロードみつぎ
６／12（土）10：00～15：00　尾道市民センターむかいしま

出張販売＆リサイクル教室「布で風鈴をつくろう」
６／８（火）
６／９（水）
６／11（金）
６／12（土）

費用：100円、持参物：なし
（リサイクル教室　10：00～）
５／22（土）９：00～12：00　ええじゃん尾道
５／28（金）９：00～12：00　ゆきひろメイト店

出張販売＆リサイクル教室
「新聞紙のエプロンをつくろう」

５／22（土）
５／28（金）

(☎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６／３（木）

13：30～15：00

費用：100円、定員：10人、持参物：すき込む物
牛乳パックで手すきはがきをつくろう６／４（金）

10：30～12：00

☎ 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

講習日 講習種別場所
給油取扱所、その他

給油取扱所、その他

コンビナート

給油取扱所、その他

その他、給油取扱所

三原市

尾道市

福山市

福山市

福山市

7／９（金）

7／12（月）

7／13（火）

7／14（水）

7／15（木）

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
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尾道大学
経済情報学部教養講座
日時　５月19日・26日、６月２日・９日・16日
　　　（いずれも水曜）18：30～20：00
場所　しまなみ交流館２階大会議室
定員　約70人（申込不要、無料）
　尾道大学附属図書館（☎0848-22-8311）

　誰でも理解でき、利用可能なシステムダイナミッ
クス（SD）の理論と応用入門コースです。経営や都市
の問題を例にやさしく説明します。

　日本に住む外国人は220万人を超え、さまざまな場
面で彼・彼女らと出会うようになってきました。彼・
彼女らの法的地位について考えたいと思います。

　財政（財政学）の語義の変遷をたどり、その意味を
探ります。そこから、財政現象の特徴を見いだし、そ
の後、日英の予算編成の特徴を比較検討します。　

　下記のような私自身の教育面での成果と体験に基づいて、「子どもの
成績のあげ方」をお話しします。
　尾道大学での合格指導実績：京都大学大学院（経）、大阪市立大学大学
院（営）、神戸大学大学院（営）、一橋大学大学院（商）
　学外での合格指導実績：東京大学理科Ⅲ類（現役、東大模試理系全国1
位）、東京大学文科Ⅰ類（現役、東大模試文系全国２位）

　６月９日の講座と関連した内容でお話しします。

地域包括支援センターだより地域包括支援センターだより地域包括支援センターだより かがやき☆栄養・料理教室かがやき☆栄養・料理教室かがやき☆栄養・料理教室

計量器（はかり）定期検査計量器（はかり）定期検査計量器（はかり）定期検査

～基本の料理～
　今回は、料理が初めての人、苦手な人、単身・独身の人などを対
象に、料理の基本から教えていただきます。

煮物の基本　お米のとぎ方、野菜の切り方、だしのとり方
煮魚・カレー肉じゃが・こうや豆腐の煮付け

６月19日（土）10：00～13：00 栗原北公民館

炒め物と炒め煮の基本
肉と野菜のソテー・魚のフライパン焼き・きんぴら

６月26日（土）10：00～13：00 総合福祉センター

超簡単メニュー
半熟たまごの作り方・ねぎおやき・野菜のごまあえ・いりこの佃煮・うどん

7月3日（土）10：00～13：00 総合福祉センター

計量器使用者の皆さんへ

５月19日（水）

５月26日（水）
問題解決技法としてのシステム思考

山内　昭 教授（担当：経営情報）

外国人の人権について
溝淵　裕 准教授（担当：法学概論、日本国憲法）

６月２日（水）
財政学の語義と予算

西山　一郎 教授（担当：財政学）

６月９日（水）
こうすれば子どもの成績が上がる（1）

岡本 人志 教授（担当：経営学）

６月16日（水）
こうすれば子どもの成績が上がる（2）

岡本 人志 教授（担当：経営学）

　尾道市では、市内各地に６カ所の地域包括支援センターを設置しています。主任ケアマネジャー、保健師（看護師）、
社会福祉士といった専門職が中心となって、介護予防サービス利用のための計画をつくり、調整をするほか、高齢者
のさまざまな相談に応じ、必要な支援を行っています。
　３職種はそれぞれ専門分野を持っていますが、専門分野の仕事だけを行うので
はなく、互いに連携をとりながら「チーム」として総合的に高齢者を支えます。

尾道市地域包括支援センター
（☎0848-20-7371・25-7450）

近所の一人暮らしの高齢者が心配なんだけど…
お金の管理に自信がなくなった…
足腰が弱ってきたから不安だ…

その
1

　尾道市地域包括支援センターは、市役所１階の海側、高齢者福祉課内にあります。
４月にメンバーの交替があり、総勢８人の職員が働いています。担当地域は、尾道市
の中央部（※下記参照）です。高齢者の自宅を訪問して生活を把握したり、かかりつけ
医・民生委員など地域の支援者・ケアマネジャーと連携を図り、高齢者が住み慣れた
地域で、できる限り自分らしい生活が送れるように支援しています。
　介護のこと、権利を守ることなど、お気軽にご相談ください。

対　象　料理初心者
講　師　藤原 福美さん（栄養士）
定　員　先着24人
参加費　１回600円～800円程度（材料費実費）
持参物　エプロン、タッパー、筆記用具、ふきん
申込期限　各開催日の１週間前の金曜日まで
申込方法　「住所、名前、電話番号、参加希望日」
を電話またはＦＡＸで申込

※材料の関係で、一部メニューが変わる場合が
ありますのでご了承ください。

　　〒722-0041　尾道市防地町26-24　尾道市人
権文化センター内　人権推進課「料理教室」係

　（☎0848-37-2631　　0848-37-6631）
６/23～29は「男女共同参画週間」です

　旧尾道地区（御調町・向島町を除く）・因島地区・瀬戸田町
の計量器使用者は、今年度が定期検査にあたります。
　県による「はかり」の定期検査が次のとおり実施され
ます。商店・工場・学校・保育所・宅配便・病院および薬局
などではかりを取引または証明に使用している人は、必
ずこの検査を受けてください。
　定期検査を受けないで、はかりを業務用に使用する
と、計量法違反として処罰されることがあります。
（※家庭用はかりは、業務用に使用できません。）
　ただし、県に登録されている計量士による検査を受
け、その旨を県に届け出たはかりについては、この検査
が免除されます。（代検査制度）
※検査には手数料が必要です。
※はかりの汚れをよく落とし、指針等がふれないように
して持ってきてください。
　広島県商工労働局計量指導グループ（☎082-513-3336）
　㈳広島県計量協会（☎082-255-7386）
　商工課商政係（☎0848-25-7182）
　因島総合支所しまおこし課（☎0845-26-6212）
　瀬戸田支所しまおこし課（☎0845-27-2212）

※［担当地域］山波町、尾崎本町、尾崎町、久保一・二・三丁目、東久保町、西久保町、防地町、久保
町、十四日元町、長江一・二・三丁目、十四日町、土堂一・二丁目、東土堂町、西土堂町、東御所町、
西御所町、日比崎町、三軒家町、天満町、潮見町、平原一・二・三・四丁目、新高山一・二・三丁目、
高須町一部（大山田）

転ばな
い体づ

くりのワンポイント体操！

転ばな
い体づ

くりのワンポイント体操！
すり足の改善！
「爪先とかかとの上げ下げ」
①両足をそろえ、かかとを軸
に爪先を上げて下ろす

②爪先を軸にかかとを上げ
て下ろす

③繰り返して行う

日　　程 場　　所 受付時間
三 庄 公 民 館

JA三原せとだ南出張所

瀬戸田小学校体育館前

重 井 公 民 館

中 庄 公 民 館

田 熊 公 民 館

因 島 総 合 支 所

因 島 総 合 支 所

市 役 所 浦 崎 支 所

Ｊ Ａ 尾 道 市 泊 倉 庫

ＪＡ尾道市百島出張所

市 役 所 向 東 支 所

広 島 県 尾 道 庁 舎

公 会 堂

公 会 堂

ベ イ タ ウ ン 尾 道

ＪＡ尾道市栗原支所

10：30～12：00

13：30～16：00

９：00～16：00

９：00～12：00

13：00～16：00

９：00～12：00

13：00～16：00

９：00～15：00

13：00～16：00

９：30～10：30

11：00～12：00

14：30～16：00

９：00～12：00

13：00～16：00

９：00～16：00

９：00～16：00

９：00～12：00

6月

6月

6月

6月

6月

6月

6月

6月

6月

6月

6月

6月

6月

6月

6月

6月

6月

７日（月）

７日（月）

８日（火）

９日（水）

９日（水）

10日（木）

10日（木）

11日（金）

16日（水）

17日（木）

17日（木）

17日（木）

18日（金）

22日（火）

23日（水）

24日（木） 

25日（金） 
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尾道大学
経済情報学部教養講座
日時　５月19日・26日、６月２日・９日・16日
　　　（いずれも水曜）18：30～20：00
場所　しまなみ交流館２階大会議室
定員　約70人（申込不要、無料）
　尾道大学附属図書館（☎0848-22-8311）

　誰でも理解でき、利用可能なシステムダイナミッ
クス（SD）の理論と応用入門コースです。経営や都市
の問題を例にやさしく説明します。

　日本に住む外国人は220万人を超え、さまざまな場
面で彼・彼女らと出会うようになってきました。彼・
彼女らの法的地位について考えたいと思います。

　財政（財政学）の語義の変遷をたどり、その意味を
探ります。そこから、財政現象の特徴を見いだし、そ
の後、日英の予算編成の特徴を比較検討します。　

　下記のような私自身の教育面での成果と体験に基づいて、「子どもの
成績のあげ方」をお話しします。
　尾道大学での合格指導実績：京都大学大学院（経）、大阪市立大学大学
院（営）、神戸大学大学院（営）、一橋大学大学院（商）
　学外での合格指導実績：東京大学理科Ⅲ類（現役、東大模試理系全国1
位）、東京大学文科Ⅰ類（現役、東大模試文系全国２位）

　６月９日の講座と関連した内容でお話しします。

地域包括支援センターだより地域包括支援センターだより地域包括支援センターだより かがやき☆栄養・料理教室かがやき☆栄養・料理教室かがやき☆栄養・料理教室

計量器（はかり）定期検査計量器（はかり）定期検査計量器（はかり）定期検査

～基本の料理～
　今回は、料理が初めての人、苦手な人、単身・独身の人などを対
象に、料理の基本から教えていただきます。

煮物の基本　お米のとぎ方、野菜の切り方、だしのとり方
煮魚・カレー肉じゃが・こうや豆腐の煮付け

６月19日（土）10：00～13：00 栗原北公民館

炒め物と炒め煮の基本
肉と野菜のソテー・魚のフライパン焼き・きんぴら

６月26日（土）10：00～13：00 総合福祉センター

超簡単メニュー
半熟たまごの作り方・ねぎおやき・野菜のごまあえ・いりこの佃煮・うどん

7月3日（土）10：00～13：00 総合福祉センター

計量器使用者の皆さんへ

５月19日（水）

５月26日（水）
問題解決技法としてのシステム思考

山内　昭 教授（担当：経営情報）

外国人の人権について
溝淵　裕 准教授（担当：法学概論、日本国憲法）

６月２日（水）
財政学の語義と予算

西山　一郎 教授（担当：財政学）

６月９日（水）
こうすれば子どもの成績が上がる（1）

岡本 人志 教授（担当：経営学）

６月16日（水）
こうすれば子どもの成績が上がる（2）

岡本 人志 教授（担当：経営学）

　尾道市では、市内各地に６カ所の地域包括支援センターを設置しています。主任ケアマネジャー、保健師（看護師）、
社会福祉士といった専門職が中心となって、介護予防サービス利用のための計画をつくり、調整をするほか、高齢者
のさまざまな相談に応じ、必要な支援を行っています。
　３職種はそれぞれ専門分野を持っていますが、専門分野の仕事だけを行うので
はなく、互いに連携をとりながら「チーム」として総合的に高齢者を支えます。

尾道市地域包括支援センター
（☎0848-20-7371・25-7450）

近所の一人暮らしの高齢者が心配なんだけど…
お金の管理に自信がなくなった…
足腰が弱ってきたから不安だ…

その
1

　尾道市地域包括支援センターは、市役所１階の海側、高齢者福祉課内にあります。
４月にメンバーの交替があり、総勢８人の職員が働いています。担当地域は、尾道市
の中央部（※下記参照）です。高齢者の自宅を訪問して生活を把握したり、かかりつけ
医・民生委員など地域の支援者・ケアマネジャーと連携を図り、高齢者が住み慣れた
地域で、できる限り自分らしい生活が送れるように支援しています。
　介護のこと、権利を守ることなど、お気軽にご相談ください。

対　象　料理初心者
講　師　藤原 福美さん（栄養士）
定　員　先着24人
参加費　１回600円～800円程度（材料費実費）
持参物　エプロン、タッパー、筆記用具、ふきん
申込期限　各開催日の１週間前の金曜日まで
申込方法　「住所、名前、電話番号、参加希望日」
を電話またはＦＡＸで申込

※材料の関係で、一部メニューが変わる場合が
ありますのでご了承ください。

　　〒722-0041　尾道市防地町26-24　尾道市人
権文化センター内　人権推進課「料理教室」係

　（☎0848-37-2631　　0848-37-6631）
６/23～29は「男女共同参画週間」です

　旧尾道地区（御調町・向島町を除く）・因島地区・瀬戸田町
の計量器使用者は、今年度が定期検査にあたります。
　県による「はかり」の定期検査が次のとおり実施され
ます。商店・工場・学校・保育所・宅配便・病院および薬局
などではかりを取引または証明に使用している人は、必
ずこの検査を受けてください。
　定期検査を受けないで、はかりを業務用に使用する
と、計量法違反として処罰されることがあります。
（※家庭用はかりは、業務用に使用できません。）
　ただし、県に登録されている計量士による検査を受
け、その旨を県に届け出たはかりについては、この検査
が免除されます。（代検査制度）
※検査には手数料が必要です。
※はかりの汚れをよく落とし、指針等がふれないように
して持ってきてください。
　広島県商工労働局計量指導グループ（☎082-513-3336）
　㈳広島県計量協会（☎082-255-7386）
　商工課商政係（☎0848-25-7182）
　因島総合支所しまおこし課（☎0845-26-6212）
　瀬戸田支所しまおこし課（☎0845-27-2212）

※［担当地域］山波町、尾崎本町、尾崎町、久保一・二・三丁目、東久保町、西久保町、防地町、久保
町、十四日元町、長江一・二・三丁目、十四日町、土堂一・二丁目、東土堂町、西土堂町、東御所町、
西御所町、日比崎町、三軒家町、天満町、潮見町、平原一・二・三・四丁目、新高山一・二・三丁目、
高須町一部（大山田）
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くりのワンポイント体操！

転ばな
い体づ

くりのワンポイント体操！
すり足の改善！
「爪先とかかとの上げ下げ」
①両足をそろえ、かかとを軸
に爪先を上げて下ろす

②爪先を軸にかかとを上げ
て下ろす

③繰り返して行う

日　　程 場　　所 受付時間
三 庄 公 民 館

JA三原せとだ南出張所

瀬戸田小学校体育館前

重 井 公 民 館

中 庄 公 民 館

田 熊 公 民 館

因 島 総 合 支 所

因 島 総 合 支 所

市 役 所 浦 崎 支 所

Ｊ Ａ 尾 道 市 泊 倉 庫

ＪＡ尾道市百島出張所

市 役 所 向 東 支 所

広 島 県 尾 道 庁 舎

公 会 堂

公 会 堂

ベ イ タ ウ ン 尾 道

ＪＡ尾道市栗原支所

10：30～12：00

13：30～16：00

９：00～16：00

９：00～12：00

13：00～16：00

９：00～12：00

13：00～16：00

９：00～15：00

13：00～16：00

９：30～10：30

11：00～12：00

14：30～16：00

９：00～12：00

13：00～16：00

９：00～16：00

９：00～16：00

９：00～12：00

6月

6月

6月

6月

6月

6月

6月

6月

6月

6月

6月

6月

6月

6月

6月

6月

6月

７日（月）

７日（月）

８日（火）

９日（水）

９日（水）

10日（木）

10日（木）

11日（金）

16日（水）

17日（木）

17日（木）

17日（木）

18日（金）
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消費生活 ファイル消費生活 ファイル相談相談 パチンコ攻略法！？
≪相談内容≫　
　「パチンコの攻略法がある」というダイレクトメー
ル（ＤＭ）がよく届く。信用できるのか？
≪アドバイス≫　
　「パチンコ攻略法」の勧誘が元で多額のお金を支払
ってしまい、大切な蓄えを取り崩し、中には借金まで
したというケースもあります。
　20代～50代の男性からの相談がほとんどですが、主
婦からの相談もあります。
　パチンコ雑誌や携帯電話のサイト・メールまたはＤ
Ｍなどで「パチンコ必勝法教えます」と誘って、連絡し
た人に高額な「攻略法（出るパチンコ台の情報や打ち
方などの紙切れ）」を購入させます。
　もちろんパチンコで簡単に勝てるはずもなく、攻略
法などに注ぎ込んだ元手を取り戻そうとあせります。
こうして「次の情報を買えば勝てますよ」と相手に言
われるまま、次々とお金を支払い続け数百万円に至っ

たケースもあります。送金した途端に連絡が取れなく
なるケースも多いようです。
　お金を支払わせるだけの手口なので、ＤＭは無視し
ましょう。そもそも「確実に勝てるギャンブル」などあ
りえません。ウマイ話は常に疑ってかかることを肝に
銘じましょう。
　就職難の今日、求人広告などで「打ち子のアルバイ
ト」と誘って、応募した人に「契約の条件には高額な
「保証金」が必要」と言って要求する手口もあります。
パチンコに無縁な人でも油断は禁物です！

■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。

低利融資で勤労者の暮らしを応援します

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）

お気をつけください
！

お気をつけください
！

消費者相談緊急情報消費者相談緊急情報
因島レストハウス使用者募集因島レストハウス使用者募集 低利融資で勤労者の暮らしを応援します

中国労働金庫の
自治体提携ローン
中国労働金庫の
自治体提携ローン「頼んでいないカニが送られてきた」

◎運転資金普通貸付と小口貸付を併用する場合は、普通貸付の融資限度額内とする。融資利率のカッコ内の利率は、広
島県信用保証協会の保証付きの場合に適用する。短期とは１年以内を、長期とは１年を超えて融資期間内をいう。
担保・保証人等　取扱金融機関または広島県信用保証協会所定の方法による（利用資金により信用保証付きの条件あり）
　　商工課（☎0848-25-7182）または市中金融機関、尾道商工会議所（☎0848-22-2165)、因島商工会議所（☎0845-22-2211)、尾道しまなみ商
工会（☎0848-44-3005)、尾道しまなみ商工会御調支所（☎0848-76-0282）、尾道しまなみ商工会瀬戸田支所（☎0845-27-2008）

対　象　市内に事業所を有し、1年以
上引き続き事業を営む納税
成績良好な中小企業者およ
び中小企業等協同組合

５年以内
（内据置６カ月以内）

短期年2.3％以下
（1.9％）以下

長期年2.5％以下
（2.1％）以下

所定の信用保証料率
0.45％～1.9％うち本人
負担分0.32％～1.0％
※所定の料率から本人負担
分へ引き下げた部分は市
が負担。さらに本人負担
分を補助する制度あり

短期年（1.8％）以下
長期年（2.1％）以下

年2.5％以下
（2.1％）以下

５年以内
（内据置６カ月以内）

10年以内
（内据置１年以内）

市の中小企業融資制度中小企業者の皆さんへ
有利な制度をご利用ください！

【融資制度の種類】

市の中小企業融資制度
  ココが
有利です
  ココが
有利です

　本制度では、市が信用保証料の一部を負担し、信用保証協会所定の料率より
低い料率（所定の料率0.45％～1.9％が0.32％～1.0％となります）を設定
しています。さらに、一定の条件に基づき、本人負担の信用保証料に相当する
額を補助する制度（緊急支援補助金交付制度）もあります。

資金の種類 融資限度額 融資期間 融資利率 信用保証料率

運
転
資
金

設備資金

小口貸付

普通貸付
会社・個人
協同組合等事業

1,500万円
1,800万円

会社・個人 500万円
会社・個人
協同組合等事業

2,500万円
2,800万円

平成22年４月１日現在

◆一日若者しごと館
場　所　ハローワーク尾道会議室
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）

◆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。

　因島総合支所しまおこし課（☎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
（祝日を除く）

月～金曜日
８：30～17：15
（祝日を除く）

５月26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。

　県内で次のような相談が相次いでいます。
・カニの電話勧誘があり「いらない」と断ったのに、一方的に送る
と言われた。
・電話勧誘で断ったのにカニが送られてきたので受取拒否した
が、「申込みは録音している」と言われ、あきらめて受け取った。
・電話勧誘でカニを申し込んだ後、４日後に解約したら、往復の
送料を請求された。
・認知症の母が知らないうちに、たくさんのカニの契約をしていた。
　本年１月～３月の県内での相談件数は27件で、３月だけでも
13件となっています。尾道市内からの相談も３月に２件あり、よ
そ事ではない状況です。
　全国的にはカニに限らず、リンゴ・ミカンなどの強引な勧誘の
相談が増加しています。
　強引な勧誘には毅然とした態度で対処しましょう。また、食品
にもクーリングオフが適用されています。詳しくは、尾道市消費
生活センター（☎0848-37-4848）へご相談ください。

　因島大浜町（因島大橋記念公園内）にあ
るレストハウスの使用者を募集します。
　募集要項は、しまおこし課で配布しま
す。また、市ホームページで期間中ダウ
ンロードできます。
施設所在地　因島大浜町246-1
使用料　年額57万円
募集要項等配布期限　５月17日（月）
■管理説明会（現地集合。応募者必須）
日時　５月18日（火）15：00～
申込期限　５月25日（火）
　　因島総合支所しまおこし課
　（☎0845-26-6212）

　市と中国労働金庫では共同で、低利の融資制度を設
けていますので、ぜひご利用ください。
　この自治体提携ローンは、尾道支店のほかに、府中
支店および因島相談センターでも取扱ができますの
で、利用しやすい支店でお申し込みください。
融資対象　市内在住または勤務する勤労者
融資限度額　①住宅費、下水道整備費、教育費、医療

費、介護器具購入費およびこれらの使
途の借換については300万円

　　　　　　②生活支援資金については200万円
返済期間　最長７年（毎月返済または毎月・一時金併用返済）
融資利率　①は年1.92％、②は年1.66％
　　　　　①②ともに別途保証料は年利0.7％～1.2％
　　中国労働金庫尾道支店（☎0848-46-8110）
　　　　　　　　府中支店（☎0847-45-7511）
　　　　因島相談センター（☎0845-22-2517）
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消費生活 ファイル消費生活 ファイル相談相談 パチンコ攻略法！？
≪相談内容≫　
　「パチンコの攻略法がある」というダイレクトメー
ル（ＤＭ）がよく届く。信用できるのか？
≪アドバイス≫　
　「パチンコ攻略法」の勧誘が元で多額のお金を支払
ってしまい、大切な蓄えを取り崩し、中には借金まで
したというケースもあります。
　20代～50代の男性からの相談がほとんどですが、主
婦からの相談もあります。
　パチンコ雑誌や携帯電話のサイト・メールまたはＤ
Ｍなどで「パチンコ必勝法教えます」と誘って、連絡し
た人に高額な「攻略法（出るパチンコ台の情報や打ち
方などの紙切れ）」を購入させます。
　もちろんパチンコで簡単に勝てるはずもなく、攻略
法などに注ぎ込んだ元手を取り戻そうとあせります。
こうして「次の情報を買えば勝てますよ」と相手に言
われるまま、次々とお金を支払い続け数百万円に至っ

たケースもあります。送金した途端に連絡が取れなく
なるケースも多いようです。
　お金を支払わせるだけの手口なので、ＤＭは無視し
ましょう。そもそも「確実に勝てるギャンブル」などあ
りえません。ウマイ話は常に疑ってかかることを肝に
銘じましょう。
　就職難の今日、求人広告などで「打ち子のアルバイ
ト」と誘って、応募した人に「契約の条件には高額な
「保証金」が必要」と言って要求する手口もあります。
パチンコに無縁な人でも油断は禁物です！

■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。

低利融資で勤労者の暮らしを応援します

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）

お気をつけください
！

お気をつけください
！

消費者相談緊急情報消費者相談緊急情報
因島レストハウス使用者募集因島レストハウス使用者募集 低利融資で勤労者の暮らしを応援します

中国労働金庫の
自治体提携ローン
中国労働金庫の
自治体提携ローン「頼んでいないカニが送られてきた」

◎運転資金普通貸付と小口貸付を併用する場合は、普通貸付の融資限度額内とする。融資利率のカッコ内の利率は、広
島県信用保証協会の保証付きの場合に適用する。短期とは１年以内を、長期とは１年を超えて融資期間内をいう。
担保・保証人等　取扱金融機関または広島県信用保証協会所定の方法による（利用資金により信用保証付きの条件あり）
　　商工課（☎0848-25-7182）または市中金融機関、尾道商工会議所（☎0848-22-2165)、因島商工会議所（☎0845-22-2211)、尾道しまなみ商
工会（☎0848-44-3005)、尾道しまなみ商工会御調支所（☎0848-76-0282）、尾道しまなみ商工会瀬戸田支所（☎0845-27-2008）

対　象　市内に事業所を有し、1年以
上引き続き事業を営む納税
成績良好な中小企業者およ
び中小企業等協同組合

５年以内
（内据置６カ月以内）

短期年2.3％以下
（1.9％）以下

長期年2.5％以下
（2.1％）以下

所定の信用保証料率
0.45％～1.9％うち本人
負担分0.32％～1.0％
※所定の料率から本人負担
分へ引き下げた部分は市
が負担。さらに本人負担
分を補助する制度あり

短期年（1.8％）以下
長期年（2.1％）以下

年2.5％以下
（2.1％）以下

５年以内
（内据置６カ月以内）

10年以内
（内据置１年以内）

市の中小企業融資制度中小企業者の皆さんへ
有利な制度をご利用ください！

【融資制度の種類】

市の中小企業融資制度
  ココが
有利です
  ココが
有利です

　本制度では、市が信用保証料の一部を負担し、信用保証協会所定の料率より
低い料率（所定の料率0.45％～1.9％が0.32％～1.0％となります）を設定
しています。さらに、一定の条件に基づき、本人負担の信用保証料に相当する
額を補助する制度（緊急支援補助金交付制度）もあります。

資金の種類 融資限度額 融資期間 融資利率 信用保証料率

運
転
資
金

設備資金

小口貸付

普通貸付
会社・個人
協同組合等事業

1,500万円
1,800万円

会社・個人 500万円
会社・個人
協同組合等事業

2,500万円
2,800万円

平成22年４月１日現在

◆一日若者しごと館
場　所　ハローワーク尾道会議室
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）

◆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。

　因島総合支所しまおこし課（☎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
（祝日を除く）

月～金曜日
８：30～17：15
（祝日を除く）

５月26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。

　県内で次のような相談が相次いでいます。
・カニの電話勧誘があり「いらない」と断ったのに、一方的に送る
と言われた。
・電話勧誘で断ったのにカニが送られてきたので受取拒否した
が、「申込みは録音している」と言われ、あきらめて受け取った。
・電話勧誘でカニを申し込んだ後、４日後に解約したら、往復の
送料を請求された。
・認知症の母が知らないうちに、たくさんのカニの契約をしていた。
　本年１月～３月の県内での相談件数は27件で、３月だけでも
13件となっています。尾道市内からの相談も３月に２件あり、よ
そ事ではない状況です。
　全国的にはカニに限らず、リンゴ・ミカンなどの強引な勧誘の
相談が増加しています。
　強引な勧誘には毅然とした態度で対処しましょう。また、食品
にもクーリングオフが適用されています。詳しくは、尾道市消費
生活センター（☎0848-37-4848）へご相談ください。

　因島大浜町（因島大橋記念公園内）にあ
るレストハウスの使用者を募集します。
　募集要項は、しまおこし課で配布しま
す。また、市ホームページで期間中ダウ
ンロードできます。
施設所在地　因島大浜町246-1
使用料　年額57万円
募集要項等配布期限　５月17日（月）
■管理説明会（現地集合。応募者必須）
日時　５月18日（火）15：00～
申込期限　５月25日（火）
　　因島総合支所しまおこし課
　（☎0845-26-6212）

　市と中国労働金庫では共同で、低利の融資制度を設
けていますので、ぜひご利用ください。
　この自治体提携ローンは、尾道支店のほかに、府中
支店および因島相談センターでも取扱ができますの
で、利用しやすい支店でお申し込みください。
融資対象　市内在住または勤務する勤労者
融資限度額　①住宅費、下水道整備費、教育費、医療

費、介護器具購入費およびこれらの使
途の借換については300万円

　　　　　　②生活支援資金については200万円
返済期間　最長７年（毎月返済または毎月・一時金併用返済）
融資利率　①は年1.92％、②は年1.66％
　　　　　①②ともに別途保証料は年利0.7％～1.2％
　　中国労働金庫尾道支店（☎0848-46-8110）
　　　　　　　　府中支店（☎0847-45-7511）
　　　　因島相談センター（☎0845-22-2517）
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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Ⅰ
◇開催中、６月27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）

■コレクション＋プラス展「水辺の風景～ビュッフェとアイズピリ」
◇開催中、９月５日（日）まで
観覧料　大人 500円、中学・高校・大学生 300円、小学生以下無料

(☎0845-27-0800）

■夏季常設展2010
◇５月22日（土）～９月５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　佐川美術館所蔵・平山郁夫シルクロード素描展 
◇開催中、６月１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）

■はじまりのかたち　素描／デッサン／ドローイング授業作品展
◇５月22日（土）～６月13日（日）
観覧料　無料　※小林和作常設展も同時開催

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）
■江戸時代の囲碁文化と囲碁殿堂展
◇開催中
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）

■第54回尾道市美術展
◇前期：５月29日（土）～６月６日（日）
種目　日本画、洋画、彫刻、デザイン
◇後期：６月12日（土）～20日（日）
種目　書［漢字･仮名］、写真、工芸　観覧料　無料

　尾道を代表する眺望景観を持つ、尾道三山南斜面市街
地の空き家の情報提供を行う制度です。
　尾道市は、ＮＰＯ法人尾道空き家再生プロジェクトと
協働して、空き家の情報提供を行っています。
※情報提供のみですので、空き家に関する交渉・契約は
　直接当事者間で行っていただきます。

　西土堂町、東土堂町、長江一丁目、西久保町および東久
保町です。
　斜面市街地に空き家をお持ちの人は、ＮＰＯ法人尾道
空き家再生プロジェクトへご相談ください。

　空き家バンクについて
　尾道空き家再生プロジェクト（☎080-5624-5067）
　制度全般について
　政策企画課（☎0848-25-7316）

おのみち市民大学

「尾道市空き家バンク」の
空き家登録募集中
「尾道市空き家バンク」の
空き家登録募集中

親子講座－映画上映－

日にち　６月19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　10：30～11：45
第２回　13：00～14：15
第３回　15：00～16：15　
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（５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
生涯学習課生涯学習係（☎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

© 2010 映画プリキュアオールスターズ２製作委員会 【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（４月25日現在） ６月の交通事故統計情報

平成22年
件数
173
178

1
2

210
214

死者 負傷者

昨　　年

県下一斉警戒日 30日（水）

２日（水）

（尾道・因島警察署管内）

東部ブロック警戒日

ゆとりもち 左右の確認 今一度

６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
１日（火）
１日（火）
９日（水）
21日（月）
22日（火）

尾道市役所
みつぎいこい会館
因島総合支所
向島支所
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（火）
３日（木）
11日（金）
14日（月）

みつぎいこい会館
因島総合支所
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）

弁護士相談（要予約）
法律相談全般
（※受付は５月17日から。先着順）
２日（水）
７日（月）
10日（木）

向島支所
尾道市役所
因島総合支所

登記相談
土地・建物の登記、会社の登記
９日（水）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
８日（火）
16日（水）
17日（木）
21日（月）

向島支所
因島総合支所
瀬戸田支所
尾道市役所

表紙は、尾道大学生がデザインしています。

スミレは３月から５月に咲く花です。
表紙で描いたのはタチツボスミレという名前
で、花言葉は「つつましい幸福」。
散歩をすると、あちらこちらで花を見られる季
節になりました。
小さくはかない花でも、真摯に生きている姿は
とても励まされます。　　

　　尾道大学美術研究科2年
デザイン専攻
土井　瑛子

尾道市空き家バンクとは

情報提供を行う範囲は

納期限＝５/31（月）
今月の納税等

固定資産税
都市計画税
軽自動車税

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）
◇６月10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）

消防団員募集消防団員募集

※法務局職員が対応

プリキュアオールスターズDX 2
希望の光☆レインボージュエルを守れ!

Viola grypoceras

「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（☎0848-55-9122）
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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Ⅰ
◇開催中、６月27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）

■コレクション＋プラス展「水辺の風景～ビュッフェとアイズピリ」
◇開催中、９月５日（日）まで
観覧料　大人 500円、中学・高校・大学生 300円、小学生以下無料

(☎0845-27-0800）

■夏季常設展2010
◇５月22日（土）～９月５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　佐川美術館所蔵・平山郁夫シルクロード素描展 
◇開催中、６月１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）

■はじまりのかたち　素描／デッサン／ドローイング授業作品展
◇５月22日（土）～６月13日（日）
観覧料　無料　※小林和作常設展も同時開催

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）
■江戸時代の囲碁文化と囲碁殿堂展
◇開催中
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）

■第54回尾道市美術展
◇前期：５月29日（土）～６月６日（日）
種目　日本画、洋画、彫刻、デザイン
◇後期：６月12日（土）～20日（日）
種目　書［漢字･仮名］、写真、工芸　観覧料　無料

　尾道を代表する眺望景観を持つ、尾道三山南斜面市街
地の空き家の情報提供を行う制度です。
　尾道市は、ＮＰＯ法人尾道空き家再生プロジェクトと
協働して、空き家の情報提供を行っています。
※情報提供のみですので、空き家に関する交渉・契約は
　直接当事者間で行っていただきます。

　西土堂町、東土堂町、長江一丁目、西久保町および東久
保町です。
　斜面市街地に空き家をお持ちの人は、ＮＰＯ法人尾道
空き家再生プロジェクトへご相談ください。

　空き家バンクについて
　尾道空き家再生プロジェクト（☎080-5624-5067）
　制度全般について
　政策企画課（☎0848-25-7316）

おのみち市民大学

「尾道市空き家バンク」の
空き家登録募集中
「尾道市空き家バンク」の
空き家登録募集中

親子講座－映画上映－

日にち　６月19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　10：30～11：45
第２回　13：00～14：15
第３回　15：00～16：15　
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（５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
生涯学習課生涯学習係（☎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

© 2010 映画プリキュアオールスターズ２製作委員会 【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（４月25日現在） ６月の交通事故統計情報

平成22年
件数
173
178

1
2

210
214

死者 負傷者

昨　　年

県下一斉警戒日 30日（水）

２日（水）

（尾道・因島警察署管内）

東部ブロック警戒日

ゆとりもち 左右の確認 今一度

６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
１日（火）
１日（火）
９日（水）
21日（月）
22日（火）

尾道市役所
みつぎいこい会館
因島総合支所
向島支所
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（火）
３日（木）
11日（金）
14日（月）

みつぎいこい会館
因島総合支所
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）

弁護士相談（要予約）
法律相談全般
（※受付は５月17日から。先着順）
２日（水）
７日（月）
10日（木）

向島支所
尾道市役所
因島総合支所

登記相談
土地・建物の登記、会社の登記
９日（水）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
８日（火）
16日（水）
17日（木）
21日（月）

向島支所
因島総合支所
瀬戸田支所
尾道市役所

表紙は、尾道大学生がデザインしています。

スミレは３月から５月に咲く花です。
表紙で描いたのはタチツボスミレという名前
で、花言葉は「つつましい幸福」。
散歩をすると、あちらこちらで花を見られる季
節になりました。
小さくはかない花でも、真摯に生きている姿は
とても励まされます。　　

　　尾道大学美術研究科2年
デザイン専攻
土井　瑛子

尾道市空き家バンクとは

情報提供を行う範囲は

納期限＝５/31（月）
今月の納税等

固定資産税
都市計画税
軽自動車税

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）
◇６月10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）

消防団員募集消防団員募集

※法務局職員が対応

プリキュアオールスターズDX 2
希望の光☆レインボージュエルを守れ!

Viola grypoceras

「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（☎0848-55-9122）
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