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受付時間　８：30～10：00
所要時間　２時間程度（受診する検診項目によ

り異なります。）
申込方法　次のいずれかの方法でお申し込み

ください。
●広報おのみち５月号折込チラシの申込書で
郵送（無料）
●直接窓口へ来所
　健康推進課（総合福祉センター１階）、向島支
所、因島保健センター、御調保健福祉センター、
瀬戸田福祉保健センター

●Ｅメールで申込（市ホームページから）
　件名「集団健診の申込」と記入、本文に「①受診
希望日（第１・第２希望まで）②名前（ふりが
な）③性別④生年月日⑤年齢（平成23年３月31
日現在）⑥住所⑦電話番号⑧保険の種別［市国
保・社保（名称および本人か被扶養者か）・後期
高齢者保険等］⑨希望の検診項目」を記入

申込・問い合わせ先
　健康推進課予防係（☎0848-24-1962）
　御調保健福祉センター［御調地区］
　（☎0848-76-2235）

対象　尾道市に住民票がある人で各項目の対象年齢に該当する人
　　　受診結果を、尾道市や加入している医療保険者が保有することに同意する人
　　　地域包括支援センターでの介護予防ケアマネジメントのための情報提供に同意する人（65歳以上の人）
◎受診は、集団健診・医療機関健診とあわせて１項目につき１年に１回です。
◎職場健診・人間ドック等で同様の検査を受けた人は、受診できません。

◎生活保護世帯の人はすべての健診、市民税非課税世帯の人は肝炎ウイルス検診のみが無料になります。事前に申請してください。
　健康推進課予防係（☎0848-24-1962）へお問い合わせください。
※は医療機関で受診してください。（料金は70～74歳の金額と同じ）

※10月27日農村環境改善センター以降の集団健診も申込を受け付けて
います。日程は、広報おのみち５月号折込チラシをご覧ください。

特定健診
特定健診＋生活機能評価
後期高齢者健診＋生活機能評価
肝炎ウイルス検診
胃がん検診
肺がん（胸部Ｘ線）検診
大腸がん検診
前立腺がん検診
乳がん検診（視触診＋乳房Ｘ線）
子宮頸部がん検診

700
1,100
200
600
600
1,000
800

無料
300
100
200
200
300
200

無料
 ※

 100
 200
 200
 ※
200

無料

検診項目
自己負担金(円） 対象年齢

（がん・肝炎は、平成23年３月31日現在の年齢が基準）69歳まで 70～74歳 75歳以上
各医療保険者が発行する受診
券に記載された金額

40歳以上で、今まで肝炎ウイルス検診を受けていない人

40～64歳（平成23年３月31日現在の年齢）
65～74歳（満65歳の誕生日の前日から）
75歳以上（満75歳の誕生日以降）

40～74歳
40歳以上
40歳以上
50歳以上の男性
40～74歳で偶数年齢の女性
20歳以上で偶数年齢の女性

健診日 場　　所 申込期限 定　員（人）
７月28日(水）
～30日(金）

８月24日（火）
～25日(水）

８月26日(木）
～27日(金）

８月31日(火）
～９月３日(金）

９月15日（水）
～17日(金）

９月29日（水）
～10月 １ 日(金）

10月 ６ 日（水）

10月 ７ 日（木）
～ ８ 日（金）

御調文化会館

瀬戸田福祉
保健センター

芸予文化情報センター
（因島）

尾道市民センター
むかいしま

サンボル尾道
（向東町）

総合福祉センター
（門田町）

瀬戸田
福祉保健センター

芸予文化情報センター
（因島）

６月23日（水）

７月14日（水）

７月21日（水）

８月４日（水）

８月18日（水）

８月25日（水）

特定健診

後期高齢者健診　

胃がん検診

子宮がん検診

乳がん検診

その他の検診

110

20

90

50

40

120

各日事前申込
が定員になり
次第締切

　特定健診は申込時には受診券は不要ですが、受診日には各
医療保険者（尾道市国保・健康保険組合・協会健保・共済組合
等）が発行する受診券・保険証・介護保険証（65歳以上）が必要
です。受診するまでにお手元にない人は、早めに各医療保険
者にお問い合わせください。後期高齢者健診・がん検診につ
いては、受診券は不要です。
（医療保険者は、お持ちの健康保険証で確認できます。）

医療機関健診
【医療機関（広報おのみち５月号折込チラ
シ参照）に直接申込】
　尾道市内の委託医療機関で受診でき
ますが、対象者・自己負担金等は、集団健
診とは異なります。

対象　尾道市に住民票がある人で各項目の対象年齢に該当する人

集団健診集団健診 5月号折込チラシで申込
（切手不要）
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「包丁・カミソリ・ライター」は容器包装プラスチックではありません

剪定の枝や引っ越しなどの一時多量ごみは持込で

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。

施設名 日　　時 備　　考 問い合わせ先
尾道市クリーンセンター ６／27（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

６／27（日）８：30～12：00

７／４（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
【７/２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）

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。

施　　設
尾道市クリーンセンター
御 調 清 掃 セ ン タ ー
向島クリーンセンター
因瀬クリーンセンター
因島リサイクルセンター

瀬戸田名荷埋立処分地

清 掃 事 務 所
（☎0848 - 4 8 - 2 9 00）

南 部 清 掃 事 務 所
（☎0845 - 2 4 - 0 4 32）

南部清掃事務所瀬戸田分所
（☎0845 - 2 7 - 0 4 54）

問い合わせ先 

容器包装プラスチッ
クに入っていた
「Ｔ字カミソリ、ライ
ター」

収集した容器包装プ
ラスチックは手作業
で選別しています。

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６／23（水）

10：15～12：00

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６／23（水）

13：30～14：30

費用：600円、定員：15人、持参物：エプロン
粘土でデコスイーツをつくろう６／24（木）

10：15～13：00

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６／24（木）

13：30～15：00

内容：不用品の販売、再生自転車の販売、フリーマーケットなど
※準備のため７月３日（土）は休館します。
●家庭に眠っている不用品（衣類・日用贈答品・
置物など）がありましたらご寄贈ください。

●フリーマーケット出店者募集（１区画1,000円
／募集店数17店）

夏のリサイクル市

７／４（日）
９：00～13：00

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６／20（日）
13：30～ 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～）
７／９（金）10：00～15：00　道の駅クロスロードみつぎ
７／10（土）10：00～15：00　尾道市民センターむかいしま
７／13（火）10：30～15：00　因島総合支所前駐車場
７／14（水）10：30～15：00　瀬戸田市民会館前駐車場

出張販売＆リサイクル教室「新聞紙のエコバッグをつくろう」
７／９（金）
７／10（土）
７／13（火）
７／14（水）

費用：350円、持参物：裁縫道具
（リサイクル教室　10：00～）
６／25（金）９：00～12：00　ゆきひろメイト店
６／26（土）９：00～12：00　ええじゃん尾道（東尾道）

出張販売＆リサイクル教室
「布で風鈴をつくろう」

６／25（金）
６／26（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

　「容器包装プラスチック」の中に、包丁・カミソリ・ライターなど危
険な異物が混ざっています。異物が混ざっていると、リサイクルの支
障となるだけでなく、作業中に作業員がケガをする危険があります。
※ごみ収集中に作業員が刃物で手を切る事故が起こっています。
「包丁・カミソリ」などは刃の部分を紙でくるんで「キケン」と書
き、「もやせないごみ」の日に出してください。
※ライターは、別の袋に入れて「もやせないごみ」の日に出してく
ださい。

　庭木剪定での枝木等をごみステーションに出すの
は、一度に２～３袋までにしてください。（袋に名前を
書くなどし、他の人の草木ごみと区別できるようにし
てください。）
　多量の草・枝木など家庭から出る大量のごみや、引っ
越しなどで一時的に大量に出るごみは、直接自分で次
の施設へ分別して持ち込むか、収集運搬許可業者に依
頼してください。
　受付時間や処理できないものがありますので、持ち
込む前に確認してください。

集団健診集団健診 5月号折込チラシで申込
（切手不要）
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長者原スポーツセンター行事案内
（☎0848-48-5677）
尾三地区ミニバスケットボール連盟第5回山内杯～20日
広厚労ソフトバレーボール大会
第16回尾道ライフソフトバレーボール交流会及び審判講習会
尾三地区ミニバスケットボール連盟審判、指導者講習会、10日
第11回フルーツカップビーチボールバレー大会
ダンスパーティー
平成22年度姉妹都市尾道市・今治市少年スポーツ
交歓大会ミニバス予選会

６月19日（土）
26日（土）
 27日（日）

７月３日（土）

 ４日（日）

11日（日）

６月16日（水）

19日（土）

20日（日）

26日（土）

27日（日）

７月３日（土）

４日（日）
　10日（土）

　
11日（日）

　 15日（木）

県立びんご運動公園行事案内
（☎0848-48-5446）　http://www.bingo-undoukouen.jp/

桑名杯決勝／尾三地区トレセン
第11回全国小学生ABCバドミントン大会広島県予選
第57回広島県高等学校定時制通信制総合体育大会
兼全国高等学校定時制通信制体育大会予選
第５回びんご地区ジュニアリーグU-9開幕戦
全日本６人制クラブカップ選手権大会
広島県予選会兼日本スポーツマスターズ広島県予選会
尾道市春季ミックステニス大会
松永地区軟式野球決勝大会
広島県社会人サッカー２部リーグ
第13回びんご地区社会人リーグ、27日、７月４日
スペシャルオリンピックス日本広島水泳競技会
全国専門学校バスケットボール連盟
全国選手権大会中国ブロック予選大会～27日
2010U-15全国選抜ジュニア選手権大会広島県予選大会～27日
スポーツダンス交流大会、7月4日
広島県社会人県東部サッカーリーグ戦
クラブユース選手権U-15中国予選、10日、11日
第26回RSK杯全国選抜ジュニア選手権大会広島県予選大会～４日
スポーツマスターズ2010中国大会～４日
広島県社会人サッカー1部リーグ
第19回ローズカップ中学生ソフトテニス交歓大会～11日
第21回尾三地区一般バスケットボール大会
第59回尾道市長旗争奪軟式野球大会
第9回ひろしまカップシングルペタンク大会
第19回広島県レディースバドミントン東部大会

●Let's 乗馬！！～サラブレッドに乗ろう！～

合気道たいけん教室参加者募集合気道たいけん教室参加者募集
※行事案内は予定のため、変更・中止されることがあります。

～護身法・健康法！心と体を鍛えよう！～

夏休み海の学校夏休み海の学校
（海事都市尾道推進協議会事業）

体験航海・マリンスポーツ体験参加者募集

開催日・場所　６月26日（土）／尾道商業高等学校武道場
　　　　　　　７月10日（土）／向島町Ｂ＆Ｇ海洋センター
時　間　10：00～11：30　対　象　５歳～大人
参加費　無料　申込期限　各回とも開催日の３日前まで
※当日、運動できる服装で直接お越しください。
申込・問い合わせ先　尾道市合気道連盟（中村　☎090-7123-5525）

●市営プール（千光寺公園内）
期　間　６月20日（日）～８月31日（火）
※７月16日（金）までの間、平日は学校関係等の専用使
用になる日があります。
時　間　９：00～13：00、14：00～18：00
使用料　無料
問い合わせ先　観光課（☎0848-25-7184）

●向島運動公園プール
期　間　７月１日（木）～８月31日（火）
時　間　９：00～21：00　
使用料　大人120円、小・中学生70円
※昨年、塗装・屋根を新しくしました。
　お越しの際には水泳帽子を忘れずに！
問い合わせ先
　向島運動公園（☎0848-44-6700）

●因島アメニティプール
期　間　７月18日（日）～８月24日（火）
時　間　10：00～17：00
入場料　大人 500円、中・高校生 400円、小学生 300円、
　　　　小学校就学前無料
問い合わせ先
　因島アメニティプール（期間中　☎0845-24-3771）
　（財）尾道市自治振興事業団南部事業所
　（☎0845-26-6021）

●市営ひまわりプール
期　間　７月20日（火）～８月31日（火）
時　間　９：00～12：00、13：00～16：00
入場料　無料
※小学生以下は要保護者同伴。雨天等で臨時休業する
場合があります。
問い合わせ先
　因島瀬戸田地域教育課（☎0845-26-6206）

■しまなみビーチ海開き
日　時　７月18日（日）10：00～
内　容　安全祈願祭、果物投げ、お菓子のプレゼント、

体験小早など
問い合わせ先　因島観光協会（☎0845-26-6111）
※ビーチは７月18日（日）～８月24日（火）９：00～17：00
開設します。
問い合わせ先
　しまなみビーチ（期間中　☎0845-24-2513）
　因島総合支所しまおこし課（☎0845-26-6212）

■瀬戸田サンセットビーチイベント
日　時　７月４日（日）８：00～
内　容　子ども会による綱引大会、魚のつかみどり、

ヨット体験など
※海開きは７月18日（日）で、当日は安全祈願祭・水難救
助訓練などを行います。
問い合わせ先
　瀬戸田サンセットビーチ
　（☎0845-27-1100）

◇６月27日（日）受付10：45～（※雨天中止）
子どもから大人まで乗馬できます。先着200人。500円
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　連続テレビ小説「てっぱん」のロ
ケが5月24日、しまなみ球場で行
われ、市民の皆さん約400人がエ
キストラとして参加しました。皆
さんの熱い想いが通じて朝から降
り続いた雨も撮影前にはあがり、
順調な撮影スタートとなりました。
【放送予定】9月27日（月）～
　　　　　ＮＨＫ総合／8：00～

　５月12日、因島市民会館で「第22回子ども太
鼓交流会」が行われ、京都から修学旅行で訪れた
醒泉小学校と地元等の太鼓団体の子どもたちが
交流しました。

　５月３日・４日、因島大浜町で「因島ア
メニティ公園まつり」が行われ、県内外か
ら多くの人が訪れて体験小早や魚のつか
みどりなどで賑わいました。

　５月15日、尾道迎賓館で「女性囲碁教
室」があり、清成哲也九段と清成真央初段
が市内の女性囲碁愛好家を対象に指導碁
などを行いました。

　５月16日、瀬戸田町で「花薫る尾道ウォ
ーク」が行われ、シトラスパーク瀬戸田を
スタートして、３km・10kmのコースを
皆さん景色を楽しみながら歩きました。

「てっぱん」ロケスタート！

太鼓を演奏して交流

小早を漕いだよ 清成九段による女性囲碁教室 瀬戸田を歩こう！

写真：瀧本美織（向かって右）、朝倉あき（左）

夏休み海の学校夏休み海の学校
（海事都市尾道推進協議会事業）

体験航海・マリンスポーツ体験参加者募集

場所　尾道マリン・ユース・センター（向島町立花）

●第１回マリンスポーツフェスティバル イン尾道
日時　７月24日（土）９：00～16：00
　　　※雨天の場合は25日（日）
●第２回マリンスポーツフェスティバル イン尾道
日時　８月１日（日）９：00～16：00
　　　※雨天の場合は８日（日）
日程
　８：30～　尾道マリン・ユース・センター集合・受付
　９：00～　開会式
　９：30～　海洋スポーツ体験教室・海洋環境教室開始
　15：30～　閉会式、解散
教室の種類
　カヌー、バナナボート、水上バイク、スノーケリング、
AED体験、子どもプール、夏休み海の工作教室、
クルーザーでのクルージング体験
※教室の内容は、両日ともほぼ同じ内容です。

アトラクション　（ウェークボード、水上バイク実施予定）
定　員　各回先着200人
対　象　尾道市民（小学生以下は保護者同伴）
参加費　一人1,000円（活動費・保険料等）
申込方法　７月１日（木）から電話で申込（※申込後、参加
申込書と免責同意書を必ず事前に提出してください。）

注意事項　飲み物、昼食は持参してください。（熱中症防
止のための水分補給。飲み物の自動販売機はありま
す。）日よけや頭部保護のため帽子を着用し、水に濡れ
ても良い服装（Ｔシャツ・短パン・運動靴等）でお越し
ください。運動靴はゴム底で、かかとのあるものを履
いてください。

申込・問い合わせ先
　尾道海技学院「海の学校講座係」
　（☎0848-37-8118　　0848-37-8110）
　　http://www.marine-techno.or.jp/

　市民の皆さんを対象に、海で安心・安全に楽しみながら
海の大切さを学ぶマリンスポーツ体験イベント「海の学校講座」を開催します。

koho
テキストボックス
ここには写真が入っています。
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Inf
ormation

お知らせ

募　集

７月に参議院議員通常選挙が
予定されています

　参議院議員通常選挙では、選挙公
報が発行されます。また、公示日に
は選挙特集を発行する予定です。
　選挙公報・選挙特集は、中国・朝
日・読売・山陽・毎日・産経・日本経済
の各新聞に折込します。これらの新
聞を購読していない人は、申し出て
いただくと郵送で各世帯に送付し
ています。（すでに申し出ていただ
いている人は申出不要です。）
　選挙管理委員会事務局
　（☎0848-25-7258）

市長の資産等の報告書閲覧

　６月30日（水）から、「政治倫理の
確立のための尾道市長資産等の公
開に関する条例」に基づき、尾道市
長の資産等補充報告書・所得等報告
書・関連会社等報告書の閲覧を次の
とおり行います。
閲覧時間　８：30～17：15
　　　　　（閉庁日を除く）
閲覧場所　秘書広報課秘書係
　　　　　（市役所４階）
　秘書広報課秘書係（☎0848-25-7303）

補助犬（盲導犬）給付事業

　広島県視覚障害者団体連合会で
は、視覚障害者の自立と社会参加の
促進を図るため、補助犬（盲導犬）給
付事業を実施します。
事業内容　広島県内で１頭の給付。
希望者多数の場合は調査・面接に
より選考。給付要件あり
申込期限　７月30日（金）
※今年度の申込期限を過ぎても、こ
の事業の給付申請は１年を通し
て受け付けます。
申請先　社会福祉課（☎0848-25-7125）
　社会福祉法人広島県視覚障害者団
体連合会（☎・　082-229-2320）

マリンレジャー集中安全推進活動
～海で安全に楽しく遊ぶために～

夏季安全推進活動期間
　７月１日（木）～８月31日(火）
■自己救命策三つの基本
①ライフジャケットの常時着用→
浮力の確保
②防水パック入り携帯電話等の連
絡手段の確保 →速やかな救助要請
③海上保安庁への緊急通報用番号
「118番」の有効活用→海の事件・
事故は118番
　尾道海上保安部（☎0848-24-0118）

バスの車内事故防止のために
～７月は車内事故防止キャンペーン～

　バスの走行中に席を離れると、転
倒など思わぬけがをする場合があ
ります。降りる際は、バスが停留所
に着いて完全に止まってから席を
立ってください。
　また、バスは安全運転をしていま
すが、やむを得ず急ブレーキをかけ
る場合があります。満席のため立っ
て利用いただく場合には、吊り革や
握り棒にしっかりつかまってくだ
さい。ご協力よろしくお願いしま
す。
　おのみちバス㈱運行管理課
　（☎0848-46-4301）

第４回平山郁夫美術館賞
絵画コンクール作品募集

作品規格　四つ切サイズ（38cm×54cm）
の画用紙。色鉛筆・水彩絵具・クレ
ヨンなど自由
出品点数　一人１部門１点
出品料　無料
応募期限　９月24日（金）
審査　10月上旬の一次審査を経て、
10月中旬に最終審査を行います。
賞　大賞［平山郁夫美術館賞］、優秀
賞、佳作、入選、学校賞、しまなみ
特別賞（応募数、入賞者数により
決定します。）
※大賞は各部門１点、計３人。副賞とし
て平山郁夫デザインのオリジナル金
メダル、１泊２日スケッチ旅行招待

【絵日記部門】
テーマ　１年を通して体験したことな
どを文章と絵で表現してください。

応募資格　小学生
【風景部門】
テーマ　自慢できるふるさとの風
景（場所自由）
応募資格　小学３年生～６年生
【人物部門】
テーマ　家族や親しい人の顔
応募資格　保育園・幼稚園児・小学生
※応募票があります。詳しくはお問
い合わせください。
　　平山郁夫美術館
　（☎0845-27-3800）

通所型特定高齢者介護予防
事業委託事業所を追加募集

　介護予防のため、運動機能向上、
栄養改善、口腔機能の向上に取り組
んでいます。介護予防を実践指導で
きる委託事業所を追加募集します。
実施対象エリア（市内に２カ所を追加）
○原田、木ノ庄、美ノ郷、西藤、高須、
浦崎のいずれかの地域に１カ所
○因島に１カ所
申込方法　７月１日（木）～15日（木）
に、所定の応募書類を提出
　　高齢者福祉課（☎0848-25-7137）

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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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

県営住宅入居者募集

募集住宅　尾道市内の県営住宅の
うち、新たに空家が生じた住宅
受付期間　６月23日（水）～25日（金）
受付時間　８：30～17：00
※募集住宅・申込方法・申込資格な
どについては、６月15日（火）から
配布する申込みのしおりおよび
募集一覧をご覧ください。
　　堀田・誠和共同企業体住宅管理
　センター（☎0848-24-2277）

税務職員募集

受験資格　平成元年４月２日～平
成５年４月１日生まれの人
試験の程度　高校卒業程度
申込期間　６月22日（火）～29日（火）
第１次試験　９月５日（日）／広島市ほか
第１次試験科目　教養・適性・作文試験
※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/

広島県こども夢基金助成事業
（第２回）募集中

　広島県教育委員会では、県民の皆
さんからの寄付金をもとに、子ども
たちの夢を育むさまざまな体験活
動に対して、30万円を上限に助成し
ています。
対象　子どもたちの思いを応援す
る事業（ボランティア活動、自然
体験、国際交流、スポーツ、文化交
流、読書活動など）
応募期限　第１回は終了
　第２回：９月30日（木）
　第３回：平成23年１月31日（月）
申込方法　所定の申請書に必要事
項を記入のうえ提出
※詳しくはホームページをご覧く
ださい。
　　広島県教育委員会生涯学習課
（☎082-513-5012）
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/
kyouiku/gakushu/yumekikinn/top.htm

第25回芙美子ウィーク

　尾道ゆかりの作家・林芙美子の命
日にあたる6月28日を中心に、記念
事業を開催します。
■おのみち文学の館「文学記念室」
特別展
期間　開催中、６月27日（日）まで
内容　芙美子写真展や遺品等ゆか
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）
■林芙美子と井伏鱒二展
期間　開催中、６月29日（火）まで
時間　10：00～19：00（月曜休館）
場所　中央図書館１階展示コーナー
内容　図書の展示
　中央図書館（☎0848-37-4946）
■あじさいき
日時　６月27日（日）11：00～
場所　芙美子像前　
内容　合唱（土堂小児童）、ミニコン
サート、あじさい献花
　豊田（☎0848-22-3905）
　あじさいの会（☎0848-25-4022）

商店街のイベント

■土曜夜店
期間　６月12日～７月31日の土曜
時間　18：00～21：00
場所　本通り商店街
※土曜夜店開催中は、交通規制時間
（11：00～21：00）が変わりますの
でご注意ください。
　尾道市商店街連合会（☎0848-23-5001）
■尾道七夕まつり
期間　６月25日（金）～８月８日（日）
場所　本町センター商店街
　センター街事務所（☎0848-22-9317）
■七夕コンサート
日時　７月３日（土）17：15～20：30
場所　尾道商業会議所記念館広場
　㈱マスハラ楽器（☎0848-23-7100）
■尾道商業会議所記念館を
　夜間特別開館
　上記土曜夜店開催期間中および、

おのみち住吉花火まつり［８月７日
（土）］の18：00～21：00に開館します。
　尾道商業会議所記念館
　（☎0848-20-0400）
■物産市
日時　原則６月の毎週土曜
　　　10：00～14：00
場所　尾道商業会議所記念館広場
※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）

国際交流イベント
「浴衣を着て土曜夜店を楽しもう」

　浴衣の着付けを行った後、土曜夜
店を楽しみます。
日時　７月31日（土）17：00～20：00
集合場所　尾道商業会議所記念館
定員　30人（うち日本人15人）
申込方法　７月12日（月）までに「住
所、名前、電話番号、希望の浴衣の
サイズと性別（申込者が外国人の
場合）」を電話またはＦＡＸ、Ｅメ
ールで申込
※外国人の皆さんには事務局で浴
衣を準備しますが、げたや小物は
各自で準備してください。
※日本人の皆さんは浴衣等各自で
準備をお願いします。
　　尾道市国際交流推進協議会事務局
　（秘書広報課内　☎0848-25-7395
　　0848-25-7294）
koho@city.onomichi.hiroshima.jp

中・高校生のための
ゆかた着付け講座

日時　７月15日（木）・22日（木）・29日（木）
※３回連続講座。初日は16：00～19：00。
時間内随時18：00まで受け付けます。
場所　向島公民館和室（尾道市民セ
ンターむかいしま２階）
対象　市内の中学・高校生
持参物　ゆかた、半巾帯、腰ひも２本
申込期限　７月13日（火）
　　向島公民館（☎0848-44-0683）
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第21回　2010せとだパリ祭

日時　７月17日（土）
　　　16：00開演
　　　（15：30開場）
場所　ベル・カント
　　　ホール
出演　ペギー葉山、前田美波里、
ＲＯＬＬＹ、瀬川　澄、宮瀬征子、
小川景司ほか
入場料　Ｓ（１・２階席）5,000円、
　Ａ（３階席）3,000円（全席指定）
　ベル・カントホール
　（☎0845-27-3848）

朗読＆ダンス～あじさいきによせて～

日時　６月27日（日）
　　　14：00開演（13：30開場）
場所　しまなみ交流館
出演　ダンスカンパニー　ディオニス
　しまなみ交流館（☎0848-25-4073）

尾道大学公開講演会
芸術文化学部日本文学科

日時　６月30日（水）15：00～16：00
場所　尾道大学B棟２階１号教室
講師　柴　市郎
　（尾道大学日本文学科准教授）
演題　高橋新太郎文庫への視角
　̶所謂〈カストリ雑誌〉から̶
※申込不要。駐車場は設けませんので
公共交通機関をご利用ください。

　尾道大学（藤沢　☎0848-22-8311）

第４回尾道文学談話会

　尾道を舞台にしたファンタジー
「扉守」（光原百合著）を題材に、作品
成立の経緯を作者自身が語ります。
日時　７月１日（木）18：30～20：00
場所　尾道白樺美術館
講師　光原百合
　（尾道大学日本文学科准教授）
定員　15人
申込期限　６月28日（月）
　　尾道白樺美術館［尾道大学］
　（☎0848-20-7831／火・水曜休館）

平山郁夫美術館の講座

■キャラバン講座
日時　６月25日（金）18：00～19：30
場所　尾道商業会議所記念館
演題　中国天山南路・クチャの千仏洞
講師　松崎　哲（平山郁夫美術館研究員）
参加費　200円（資料代）
■第１回館外セミナー「平山郁夫シ
ルクロードスケッチ紀行」
　平山郁夫画伯が長年にわたり取
材したシルクロードの自然や文化、
そこに暮らす人々の生活などを、平
山郁夫画伯の絵画作品とともに４
回シリーズで紹介します。
日時　７月18日（日）13：30～15：00
場所　向島公民館大研修室
　（尾道市民センターむかいしま２階）
演題　中国西域のオアシス都市を巡る
講師　松崎　哲（平山郁夫美術館研究員）
対象　一般　定員　80人（当日受付）
参加費　200円（資料代）
※今後は９月５日（日）、10月24日
（日）、11月21日（日）に開催予定。
　平山郁夫美術館（☎0845-27-3800）

因島図書館
ライブｉｎ図書館 
～弦楽の世界をあなたと共に～

日時　７月４日（日）14：00～14：30
出演　弦楽サークル風奏詩（かざか
なうた）
演奏曲　「きらきら星」「スーホの白
い馬」「少年時代」「ふるさと」ほか 
　因島図書館（☎0845-22-8660）

瀬戸田図書館の催し

■光のアート“ステンドグラス展”
　ステンドグラスの美しさに魅か
れ、アマチュアとして研鑽されてき
た島内在住の人の作品展です。
期間　開催中、６月20日（日）まで
時間　10：00～17：00（月・火・祝日休館）
■宮澤和樹講演会（瀬戸田高校公開講座）
　「祖父から聞いた賢治の姿」
　講師は、宮沢賢治の実弟・清六さ
んのお孫さんです。清六さんの身近
で生活を共にした人を花巻よりお
招きして「宮澤賢治」の実像を語っ
ていただきます。

日時　６月22日（火）
　　　13：30～（13：00開場）
場所　瀬戸田高等学校体育館
■立川志隆独演奏会
　「落語と音楽の宅配便」
　立川談志師匠より名を頂いた落語
家は、ギターなど音楽の名手でした。
日時　６月27日（日）
　　　14：00～（13：30開場）
場所　ベル・カントホール
　瀬戸田図書館（☎0845-27-1877）

因島勤労青少年ホーム
ゆかた着付け教室

期間　６月24日（木）～７月８日（木）
時間　19：30～21：30（全３回）
対象　市内在住または勤務先のあ
る35歳未満の女性
講師　平岡けい子さん
定員　15人
※利連協未登録者は500円必要
　　因島勤労青少年ホーム
　（☎0845-24-1228／水曜休館）

メディア・リテラシー体験講座
「映像づくりに挑戦してみよう！」

　いつも何気なく見ているテレビ
ですが、実際に映像を作ってみると
どんな新しい発見や気づきがある
でしょうか？表現することの楽し
さや難しさを通じてメディア・リテ
ラシー（メディアを読み解き、活用
する能力）について学びあう体験講
座へ参加してみませんか。
日時　８月８日（日）・20日（金）・21日（土）
９：00～17：00
場所　おのみち生涯学習センター
※３日間とも受講可能な人に限ります。
内容
　【１日目】映像のしくみを知ろう
　　　テーマを話し合おう

　【２日目】取材・撮影に出かけよう
　【３日目】編集をしよう
　　　　　できた作品を鑑賞しよう
対象　市内在住または通学する小
学５・６年生および中学生
定員　16人
申込期限　７月23日（金）
　　尾道市青少年センター
　（☎0848-37-8744）
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☎ 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

ママたちが参加できる
まちづくりプロジェクト
ココロであそぼ！
～みんなおいでよ！子育てもっと楽しもう～

　「音楽のまちづくり」とのコラボ
レーション企画や、楽しい子育て応
援イベントも盛りだくさんです。
日時　６月27日（日）
　10：00～14：00（雨天決行）
※ホールで開催するコンサート終
了後、各イベントを開始します。
場所　尾道市民センターむかいしま
対象　０歳～どなたでも（親子や家
族でご参加ください。）
内容　音楽とお話であそぼコンサ
ート、子育て健康相談、おもちゃ
作り、折紙教室、商店街＆尾道大
学生の子育て応援コーナー、ママ
たちのプチはんどめいど市、わく
わく体験コーナー、手作り教室、
てっぱん市、手作りおやつのデモ
ンストレーション・試食等
持参物　マイ箸、マイカップ、マイ
エコバック
　子育て情報局おのみちしるべ　
　（☎090-9464-5135）
onomichishirube@softbank.ne.jp
http://onomichishirube.sakura.ne.jp/

親と子の橋体験セミナー

日時　７月24日（土）・25日（日）
　①９：45～12：30②13：30～16：15
場所　多々羅大橋
対象　小学４年生～中学生とその
保護者（その他条件あり）
集合場所　上浦歴史民俗資料館（今治市）
定員　１日40人（申込多数の場合抽選）
参加費　500円（交通費は各自負担）
申込期限　６月29日（火）
※詳しくはホームページをご覧ください。
　本四高速しまなみ尾道管理セン
ター橋体験セミナー係
　（☎0848-44-3700）
　http://www.jb-honshi.co.jp/shimanami/

「おとうと」上映会（日本語字幕付）

日時
　６月25日（金）
　　　26日（土）
　①10：30～12：36
　②13：00～15：06
　③15：30～17：36
　④19：00～21：06
※両日時間は同じ。開場は各回20分
前。入替制
場所　しまなみ交流館 
料金　一般1,500円、60歳以上1,000
円、大学生以下800円、3歳以下無
料（前売券：一般・60歳以上1,000
円、大学生以下500円） 
※前売券は、両日共通券 
　シネマ尾道（☎0848-24-8222）

広島県国際交流協会６月例会

日時　６月27日（日）13：00～16：00
内容　歌「べサメ・ムーチョ（スペイ
ン語）」、ディスカッション「温暖
化防止のために原子力発電所を
増設することについて」、講演「ス
コットランドの偶像（講師：ジョ
ン・ケルビーさん）」
　松浦宅ラウンジ（☎0848-37-3518）
http://www.geocities.jp/matsuuras2000/

精神障がい者とその家族の交流会

　同じ病気を持った人と交流し、今
困っていることや今後のことなど、
話し合ってみませんか。
日時　６月30日（水）11：00～14：00
場所　地域生活支援センターるり
交流室（久保町92-2）
対象　精神障害者とその家族
参加費　一人100円（昼食代）
申込期限　６月25日（金）
　　NPO法人尾道こころネットよつば会
（黒田　☎0848-37-6600）
　社会福祉課障害福祉係
　（☎0848-25-7124）

パーキンソン病教室

日時　７月８日（木）13：30～15：00
場所　市民病院新館４階大会議室
対象　パーキンソン病患者とその家族等

内容　パーキンソン病の薬について
講師　烏尾和恵さん（市民病院薬剤師）
内容　パーキンソン病体操・薬物療法
講師　山脇泰秀さん（市民病院内科）
　広島県東部保健所保健課
　（☎0848-25-2011）

消防設備士試験

試験日　８月29日（日）
場所　広島市または福山市
試験の種類（受験資格）
　甲種消防設備士（資格が必要）
　乙種消防設備士（特別な資格は不要）
受験願書・受験案内等配布場所
　消防局予防課、尾道・尾道西・因島
消防署、向島・北・御調・瀬戸田分
署、因北出張所
※各署が不在のときは消防局予防
課へ（８：30～17：15／土・日・祝日
を除く）
受験手数料　甲種5,000円、乙種3,400円
申込期間　電子申請は６月19日
（土）～７月５日（月）、書面申請は
６月22日（火）～７月８日（木）に
（財）消防試験研究センター広島
県支部へ直接送付
※消防局予防課・各消防署では受付
していません。
　消防局予防課（☎0848-55-9123）

祇園祭（久保八坂神社）

日時
７月10日（土）
18：00頃～

お詫びと訂正

　広報おのみち５月号折込「尾道市
次世代育成支援行動計画（後期）概
要版」に誤りがありました。
　お詫びして訂正します。
４頁下表「15乳幼児健康診査」の指標
【誤】受診率の健診月齢・年齢の記載がない
【正】受診率の上段から順に「４カ月児」
　「１歳６カ月児」「３歳児」と記載

©2010「おとうと」製作委員会
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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
尾道市東部地域包括支援センター
（☎0848-56-0345）

地域のサロンで
介護予防教室もしています

その
2

　尾道市東部地域包括支援センターは、東尾道のベイタウン尾道組合会館
内（北側）にあり、看護師、社会福祉士、主任介護支援専門員、介護支援専門員
の４人の専門職が、介護、福祉、健康、医療のさまざまな相談や介護サービス
利用の支援を行っています。
　また、担当地域（※下記参照）の要望に応じて、ふれあいサロン等に出向い
ての介護予防教室や講演会を開いています。転倒予防のポイントをお話し
したり、介護予防ラジオ体操を参加者と一緒に実践したり、口腔ケア・口腔
体操などお口の健康を保つ取り組みを紹介することで、地域の高齢者がい
つまでも生き生きと健康に過ごせるための活動を行っています。
　もちろん、高齢者宅へ訪問して相談を受け、必要な関係機関との連携を図
ることで、高齢者が地域で安心して暮らせるよう支援も行っています。
　地域住民の皆さんの気軽な相談窓口としてご利用ください。
※〔担当地域〕西藤町、高須町、百島町、浦崎町、東尾道、長者原

若干名

なし

各20組

先着10人

なし

若干名

20組

20組

20組

先着15組

先着15人

なし

６／15～

７／２～

不要

まさかのときのために ７／16（金）
10：00～11：30

姿勢のきれいな
赤ちゃんに育てよう

６／29（火）
10：00～11：30

妊娠している人、2カ月～6カ月の赤ちゃんと保護者。バスタオル持参。赤ちゃん
がよく泣いて寝ない・反る・抱きづらい・向きぐせが気になる人は、抱き方や
寝かせ方の工夫を学んでみませんか。講師：吉廣朱美さん（助産師）

未就園の保護者・希望者。乳幼児に起こりやすい病気、けがの看病手当
ての仕方について教えてもらえます。講師：赤十字幼児安全法指導員

１歳半以上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：村上清美さんみかんちゃんとリトミック ７／21（水）

10：00～10：30

こどもとママのリフレッシュ

♪とんかち・うんぱっぱ♪
～ミュージック・ケア～

ぷりままタイム

ぱくぱくタイム
～栄養相談～

子育て応援相談

ちびっ子クッキング
（旧彦ノ上保育所）

子育て支援講座
「気持ちをわかってくれてありがとう」

はいはいランド③グループ

ピクニック広場
in向島（旧彦ノ上保育所）

７／22（木）概ね１歳未満　10：00～11：00
７／21（水）・28（水）概ね１歳以上　10：00～11：00

７／14（水）10：00～11：30
（相談時間10：45～11：30）

７／６（火）・29（木）13：30～15：30
７／７（水）９：30～11：30

７／30（金）、８／12（木）、９／10（金）10：00～11：30
８／27（金）13：30～15：00

７／27（火）10：00～12：00
毎月１回（第４火曜）

７／６（火）10：00～11：30

７／29（木）10：00～12：00

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。※場所：総合福祉センター２階会議室

育児の中で困っていることがありますか。
みんなで考えてみましょう。（託児あり）

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。
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。７月は「ミック
スジュース」です。概ね１歳６カ月～３歳の親子

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
（託児あり）※場所：人権文化センター２階視聴覚室

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。ソーシャルワーカーが個別相談に応じます。
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
食べると意欲もわいて楽しく食べられます。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。

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・離乳食などの話、ママ
の交流タイムなど（パパの参加も可）

７／７
必着

受付中

不要

受付中

不要

受付中

７／１（木）・15（木）
９：30～11：00、11：00～12：30

７／２（金）・16（金）10：00～12：30
毎月２回（第１・第３金曜）

７／13
９：30～

７／15
９：30～

７／１
９：30～

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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シンポジウム 尾道市美術館ネットワーク夏休み特別企画

　子どもたちがテレビ・ゲーム・携帯電話・インターネ
ット等の電子メディアと健全な関係を保てるよう、必
要な取組について、先進地の事例提案や有識者による
パネルディスカッションを行います。
日時　７月10日（土）13：00～15：00
場所　尾道市民センターむかいしま文化ホール
内容
　事例提案
　中井　浩さん
　（ＮＰＯ法人こども未来ネットワーク／倉吉市）
　パネルディスカッション
　パネリスト
　中井　浩さん（ＮＰＯ法人こども未来ネットワーク）
　宮地 佐和子さん（宮地クリニック医師）
　石井 純子さん（吉和小学校校長）
コーディネーター
　飯田　豊さん（福山大学人間文化学部メディア情報文化学科専任講師）
対象　どなたでも
　尾道市青少年センター（☎0848-37-8744）

　１泊２日で、市内の個性豊かな６つの美術館（圓鍔勝
三彫刻美術館・なかた美術館・市立美術館・尾道白樺美術
館［尾道大学］・平山郁夫美術館・耕三寺博物館）を体験学
習するバスツアー。学芸員による作品鑑賞やワークショ
ップなど、各館の個性あるプログラムが楽しめます。
期間　７月29日（木）～30日（金）
宿泊　尾道ふれあいの里
対象　市内在住の小学４年生～６年生
定員　40人（申込多数の場合抽選）
参加費　一人7,500円
　（食事、宿泊・交通、教材費などとして）
申込方法　６月15日（火）～７月２日（金）に所定の様
　式で電話またはＦＡＸ、Ｅメールで申込
　尾道市美術館ネットワーク
　（市立美術館内　☎0848-23-2281　　0848-20-1682）
　bijutsu@city.onomichi.hiroshima.jp
　おのみちバス㈱おのみちツーリスト
　（☎0848-46-4303　　0848-46-4304）
　tourist@onomichibus.jp　　広島県知事登録旅行業第2-377号
●展覧会：なかた美術館（会期：９月上旬）
　学芸員の指導のもと、参加者たちがワークショップ
で制作した作品の展覧会を行います。

若干名

なし

各20組

先着10人

なし

若干名

20組

20組

20組

先着15組

先着15人

なし

６／15～

７／２～

不要

まさかのときのために ７／16（金）
10：00～11：30

姿勢のきれいな
赤ちゃんに育てよう

６／29（火）
10：00～11：30

妊娠している人、2カ月～6カ月の赤ちゃんと保護者。バスタオル持参。赤ちゃん
がよく泣いて寝ない・反る・抱きづらい・向きぐせが気になる人は、抱き方や
寝かせ方の工夫を学んでみませんか。講師：吉廣朱美さん（助産師）

未就園の保護者・希望者。乳幼児に起こりやすい病気、けがの看病手当
ての仕方について教えてもらえます。講師：赤十字幼児安全法指導員

１歳半以上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：村上清美さんみかんちゃんとリトミック ７／21（水）

10：00～10：30

こどもとママのリフレッシュ

♪とんかち・うんぱっぱ♪
～ミュージック・ケア～

ぷりままタイム

ぱくぱくタイム
～栄養相談～

子育て応援相談

ちびっ子クッキング
（旧彦ノ上保育所）

子育て支援講座
「気持ちをわかってくれてありがとう」

はいはいランド③グループ

ピクニック広場
in向島（旧彦ノ上保育所）

７／22（木）概ね１歳未満　10：00～11：00
７／21（水）・28（水）概ね１歳以上　10：00～11：00

７／14（水）10：00～11：30
（相談時間10：45～11：30）

７／６（火）・29（木）13：30～15：30
７／７（水）９：30～11：30

７／30（金）、８／12（木）、９／10（金）10：00～11：30
８／27（金）13：30～15：00

７／27（火）10：00～12：00
毎月１回（第４火曜）

７／６（火）10：00～11：30

７／29（木）10：00～12：00

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。※場所：総合福祉センター２階会議室

育児の中で困っていることがありますか。
みんなで考えてみましょう。（託児あり）

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。
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。７月は「ミック
スジュース」です。概ね１歳６カ月～３歳の親子

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
（託児あり）※場所：人権文化センター２階視聴覚室

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。ソーシャルワーカーが個別相談に応じます。
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
食べると意欲もわいて楽しく食べられます。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。

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・離乳食などの話、ママ
の交流タイムなど（パパの参加も可）

７／７
必着

受付中

不要

受付中

不要

受付中

７／１（木）・15（木）
９：30～11：00、11：00～12：30

７／２（金）・16（金）10：00～12：30
毎月２回（第１・第３金曜）

７／13
９：30～

７／15
９：30～

７／１
９：30～

消費生活 ファイル消費生活 ファイル相談相談 貸金業法が大きく変わります。
あなたは大丈夫ですか？

　給料日前だというのに、ゴルフに誘われたあなた。「困
ったなあ。足りないから、少し借りるか」と、消費者金融
のＡＴＭへ。「あれっ。借りられないぞ。どうして？」とい
うことが６月18日以降起きるかもしれません。
　貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者や貸金業
者からの借り入れについて定めた法律です。近年、返
済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務」
の増加が深刻な社会問題となったことから、これを解
決するため、平成18年にこの法律が改正され、本年６
月18日から完全施行されます。
●新しい貸金業法のポイント
①総量規制･･･借り過ぎ・貸し過ぎの防止
　◎借入残高が年収の３分の１を超える場合、新規の

借り入れができなくなります。
　◎借入れの際に、基本的に、「年収を証明する書類」

が必要となります。
②上限金利の引き下げ
　◎法律上の上限金利が、29.2％から借入金額に応じ

て15％～20％に引き下げられます。
③貸金業者に対する規制の強化
　◎法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある者
（貸金業務取扱主任者）を営業所に置くことが必
要になります。

　これにより、今まできちんと返済していても、新規
の借入れができなくなることがあります。

●改正貸金業法Ｑ＆Ａ
Ｑ　「年収を証明する書類」って何ですか。
Ａ　「源泉徴収票｣「確定申告書」「給与明細」などです。
Ｑ　「年収の３分の１」を超える借入れがあると、超え

ている分はすぐ返さないといけないのですか。
Ａ　いいえ、契約どおり返済すれば問題ありません。
Ｑ　住宅ローンはどうなりますか。
Ａ　住宅ローンなど、銀行、信用金庫、信用組合、労働金

庫などから借り入れたものは対象外ですので「年
収の３分の１」に含まれません。（クレジットカー
ドによる買い物も含まれませんが、クレジットカ
ードによる借入れ(キャッシング）は含まれます。）

　詳しくは金融庁のホームページをご覧ください。
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html

　借りられなくなったからといって、いわゆる「ヤミ
金」から借りては絶対いけません！
　借りられない、返せないなど、困ったときは一人で
悩まず、消費生活センターや、次の窓口や弁護士・司法
書士などに速やかに相談しましょう。
　中国財務局（☎082-221-9206）
　法テラス広島（☎050-3383-5485）

■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）
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