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図書館の催し

■大人のための朗読会
日時　７月31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　７月31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】
対象　小学生以上
内容　①詩集「わたしを束ねない
で」「祝婚歌」ほか３編②小説 日本
婦道記の中から「尾花川」山本周
五郎 作
語り手　しまなみ朗読会「わすれな草」
■リサイクル市
　保存期間が経過した雑誌および
図書等のリサイクル市です。
期間　７月17日（土）～23日（金）（20
日を除く）
※一人雑誌５冊まで、その他図書等
10点まで。無くなり次第終了。
場所　中央図書館市民ラウンジ
　中央図書館（☎0848-37-4946）
■夏休み自然講座
日時　７月27日（火）10：30～11：30
※８月３日（火）希望者には午前中に
虫の採集と標本づくりもあります。
場所　向島子ども図書館
演題　虫の採集と標本作りのおは
なしと実演
講師　江頭　正さん（向島つるかめクラブ）
定員　先着約30人
※就学前のお子さんは要保護者同伴
申込期限　７月18日（日）
　　向島子ども図書館
　（☎0848-44-0114）
■夏休み読書感想文講座
　本の紹介と読書感想文の書き方
のコツを分かりやすく説明し、８月
24日（火）～26日（木）には各図書館
で個別相談を行います。
【みつぎ子ども図書館】
◇７月25日（日）
　９：30～10：15／小学１～２年生
　10：30～11：15／小学３～４年生
　11：30～12：15／小学５～６年生
◇８月24日（火）
　13：00～15：00／全学年
　みつぎ子ども図書館（☎0848-76-3111）

【中央図書館大会議室】
◇７月28日（水）
　10：30～11：15／小学１～２年生
　11：30～12：15／小学３～４年生
◇７月29日（木）
　10：30～11：15／小学５～６年生
　11：30～12：15／中学生
◇８月24日（火）
　10：00～12：00／全学年
定員　各25人
　中央図書館（☎0848-37-4946）
【向島子ども図書館】
◇７月28日（水）
　14：00～14：45／小学１～２年生
　15：00～15：45／小学３～４年生
◇７月29日（木）
　14：00～14：45／小学５～６年生
　15：00～15：45／中学生
◇８月25日（水）・26日（木）
　10：00～17：00／全学年
定員　各30人
　向島子ども図書館（☎0848-44-0114）
【共通事項】
講師　道浦 百合さん（学校図書館支
援センター支援スタッフ）
■１日図書館員の募集
　夏休みの１日で、図書館の仕事を
体験してみませんか。
日時　８月７日（土）９：30～15：00
場所　中央図書館
内容　図書館見学、ポップカードつ
くり、受付業務の体験、おはなし
会など
対象　市内在住の小学５～６年生
定員　先着５人
申込方法　７月25日（日）までに「①
名前②住所③学校名④学年⑤電
話番号」を窓口または電話で申込
　　中央図書館（☎0848-37-4946）

因島図書館夏まつり

■児童雑誌リサイクル
　保存期限の過ぎた（平成18年分）
児童雑誌・付録を無料で持ち帰るこ
とができます。
日時　８月８日（日）13：00～
場所　図書館カウンター前
※一人各１点まで。袋はご持参ください。
■人形劇「泣いた赤鬼」
日時　８月８日（日）14：00～
場所　芸予文化情報センター多目的ホール

内容　ブラックファンタジー「いの
ちってふしぎだな」、ペープサー
ト「はたらくくるま」、創作劇「ま
いごのほわっとちゃん」 、手遊び 
対象　幼児～大人
上演　人形劇サークル「パフ」
※先着30人（子ども対象）に、かいけ
つゾロリ指人形プレゼント。
　　因島図書館（☎0845-22-8660）

瀬戸田図書館の催し

■介護詩人・藤川幸之助のイラスト
と原稿の展示会
期間　７月14日（水）～８月１日（日）
時間　10：00～17：00（月・火・祝日休館）
■マイプレーン教室
日時　７月24日（土）10：00～
場所　瀬戸田市民会館木工室
内容　身近な材料でよく飛ぶ飛行
機を作ります。
対象　小学生～大人
　瀬戸田図書館（☎0845-27-1877）

おのみち文学の館「文学記念室」
麻生路郎特別展

期間　開催中、８月15日（日）まで
時間　９：00～18：00（入館は17：30まで）
内容　書籍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）

因島フラワーセンター
サマーフェスティバル

日時　７月25日（日）９：00～17：00
場所　因島フラワーセンター
内容　西浦子ども水軍太鼓、馬神太
鼓、であい夢太鼓の演奏、先着花苗
プレゼント、紙飛行機飛ばし大会、
子ども風船プレゼント、ポニー乗馬
体験（１回100円）、似顔絵コーナー
（大人1,000円、子ども500円）、芝生広
場スプリンクラー散水（16：00～）
　因島フラワーセンター
　（☎0845-25-1187）
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尾道ふれあいの里イベント

■ヨガ体験教室
日時　７月25日（日）15：00～
■友だちの輪を広げよう会
日時　７月30日（金）19：00～
■第６回カップリングパーティー
日時　８月１日（日）18：00～
対象　24歳～45歳の独身男女
会費　男性4,000円、女性2,000円
■尾道ふれあいの里夏祭り
日時　８月14日（土）10：00～
■尾道ふれあいの里将棋教室
日時　８月29日（日）9：00～
　尾道ふれあいの里（☎0848-77-0177）

７月の第３月曜は「海の日」

■海の図画・ポスター展
期間　開催中、７月27日（火）まで
場所　尾道ポートターミナル
■尾道海洋少年団市内パレード
日時　７月19日（祝）11：00～
場所　尾道本通り商店街
※その他、海の日式典、海浜清掃等
があります。
　尾道海の日協会事務局
　（☎0848-23-5235）

夏休み親子クッキング参加者募集
～手作りソーセージを作ろう！！～

　向島町の保健推進員さんと料理
を楽しみませんか。
日時　７月30日（金）９：30～
場所　向島公民館調理実習室
対象　市内小学生
定員　親子で先着15組
費用　500円
持参物　エプロン、三角巾
申込方法　７月27日（火）までに「①
名前②住所③電話番号④学年⑤
同伴者の有無」を電話またはＦＡ
Ｘで申込（ＦＡＸは向島公民館宛
と明記してください。）
　　向島公民館
　（☎0848-44-0683　0848-44-2569）

北久保児童館で、遊ぼう！！
夏休みのイベント

①ピアノコンサート♪
日時　７月22日（木）13：30～14：20
対象　０歳～小学生（先着50組、受付中）
②親子で塗り絵セラピー
日時　７月23日（金）13：30～15：00
対象　小学生の親子（先着８組）
持参物　色鉛筆かクーピー
③昔のおもちゃで遊ぼう～よく飛
ぶ紙飛行機を作って飛ばそう～
日時　８月４日（水）13：30～15：00
対象　幼稚園児、小学生（先着10組）
④昔のおもちゃで遊ぼう～竹を使
って紙鉄砲が作れるよ～
日時　８月５日（木）13：30～15：00
対象　小学生（先着10組）
⑤昔のおもちゃで遊ぼう～おはじ
き・お手玉・あやとり・囲碁･将棋～

日時　８月６日（金）13：30～15：00
対象　幼稚園児、小学生（先着15組）
⑥風鈴を作ってみよう
日時　８月18日（水）13：30～15：00
対象　小学生（抽選10人）
料金　350円
⑦習字を楽しもう
日時　８月20日（金）10：00～11：30
対象　小学生（抽選15人）
持参物　習字道具、新聞紙
⑧作って遊ぼう
日時　８月23日（月）～27日（金）
　　　13：30～15：30
対象　幼稚園児、小学生
定員　なし
【共通事項】
場所　尾道市人権文化センター
※幼稚園児は保護者同伴での申込
が必要
申込方法　①は受付中。②～⑤は７
月12日（月）10：00から電話で申込。
⑥⑦は７月30日（金）までに、往復
はがきの往信欄に「希望のイベン
ト名、住所、名前（未就学の場合参
加する親子の名前）、子どもの年齢
（学年）、電話番号」、返信欄に「住
所・保護者名」を記入のうえ郵送
（必着）
受付時間　10：00～16：30
　　　　　（土･日･祝を除く）
　　〒722-0041　尾道市防地町26-24
　北久保児童館（☎0848-20-7192）

おのみち親子スマイルなび講座受講者募集
姿勢のきれいな赤ちゃんに
育てよう

日時　７月24日（土）10：00～11：30
場所　総合福祉センター
日時　８月３日（火）10：00～11：30
場所　瀬戸田福祉保健センター
講師　吉廣 朱美さん（開業助産師）
対象　１カ月～７カ月のお子さん
と保護者（各30組）
内容　赤ちゃんの夜泣き、反り返り
が抱き方や体操で改善されるこ
とがあります。
　　子供の家三美園
　（☎0848-48-0045）

夏休み元気プロジェクト！2010
夏だ！ＷＡＫＵＷＡＫＵ
思いっきり楽しんじゃおう！

■習字にチャレンジ！
日時　７月28日（水）10：00～15：30
場所　日比崎公民館
■音よ！集まれ
日時　８月21日（土）18：00～19：30
場所　中央図書館
■プリザーブドフラワー
日時　８月23日（月）13：30～15：30
場所　日比崎公民館
※その他、たこ焼夕涼み会、宿題会、
子どもテーブルマナー教室があ
ります。
　　尾道子ども劇場事務局
　（☎・　0848-22-8093）

自然体験アドベンチャー
ワクワク子ども隊

期間　８月26日（木）～28日（土）
場所　国立室戸青少年自然の家
　　　（高知県）　
内容　ラフティング・シュノーケリ
ング・シーカヤックなど 
対象　小学４年生～中学３年生 
定員　先着40人
参加費　18,000円 
　　尾道母子生活支援センター
　エスポワール（☎0848-20-7171）
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第３回言語聴覚の日
市民フォーラム

日時　７月24日（土）14：00～
場所　しまなみ交流館
演題　地域で言葉を失った人を支
える～失語症の在宅ケア
講師　平澤 哲哉さん（在宅言語聴覚士）
　介護老人保健施設やすらぎの家
　（山本　☎0848-20-7150　0848-20-7152）

国際交流ボランティアフィーラス華
国際理解講座

日時　７月25日（日）14：00～16：00
場所　総合福祉センター４階集団指導室
内容　コンフントアンデスによるアン
デス民謡の演奏、講演、交流会等

演題　赴任国での体験談～技術協
力の現場の話と赴任国の素顔
講師　河原　功さん
　（JICAシニアボランティア経験者）
　尾道市国際交流推進協議会事務局
　（秘書広報課内　☎0848-25-7395）

広島県国際交流協会７月例会

日時　７月18日（日）13：00～16：00
内容　歌「アニー・ローリー」、ディス
カッション「核不拡散条約につい
て」、講演「西オーストラリア州に
ついて（講師：武田有喜さん）」

　松浦宅ラウンジ（☎0848-37-3518）
http://www.geocities.jp/matsuuras2000/

狩猟免許初心者講習会・
狩猟免許試験

■狩猟免許初心者講習会
日時　７月25日（日）９：00～16：00
場所　江田島市農村環境改善センター
日時　８月１日（日）・22日（日）
　　　９：00～16：00
場所　八丁堀シャンテ（広島市）
日時　８月８日（日）９：00～16：00
場所　東広島中央公民館
内容　網猟、わな猟、第一種銃猟、第
二種銃猟（25日はわな猟のみ）
※網猟とわな猟と第一種（第二種）
を同じ日に受講することはでき
ません。
定員　60人（25日のみ50人）

受講料　7,000円（事前に現金書留ま
たは銀行振込）
申込方法　各受講日の一週間前ま
でに、農林水産課または各支所に
ある申込用紙をＦＡＸまたは郵
送で申込
　㈳広島県猟友会（☎082-227-7890）
■狩猟免許試験
日時　７月26日（月）13：00～
場所　三次庁舎第３庁舎
定員　50人　申込期限　７月16日（金）
日時　７月29日（木）9：00～
場所　庄原市ふれあいセンター
定員　80人　申込期限　７月20日（火）
日時　８月５日（木）13：00～
場所　江田島市農村環境改善センター
定員　50人　申込期限　７月26日（月）
日時　８月10日（火）９：00～
場所　県庁本館６階講堂
定員　150人　申込期限　８月２日（月）
日時　８月29日（日）９：00～
場所　東広島庁舎会議棟会議室
定員　70人　申込期限　８月19日（木）
日時　９月２日（木）13：00～
場所　呉庁舎第２庁舎11階大会議室
定員　50人　申込期限　８月23日（月）
日時　９月24日（金）９：00～
場所　県庁本館６階講堂
定員　150人　申込期限　９月14日（火）
対象　広島県に住所を有する満20
歳以上の人
内容　網猟、わな猟、第一種銃猟、第
二種銃猟（７／26、８／５、９／２
はわな猟のみ。７／29、８／29は
網猟なし）
手数料　初心者は受ける免許の種類
ごとに5,200円。狩猟免許を所持し
ている人が他の種類の免許を受験
する場合は種類ごとに3,900円
※同一試験日に複数受験可。広島県
に「狩猟免許申請書」等を提出す
る必要があります。申請用紙は農
林水産課・各支所にもあります。
　広島県自然環境課
　（☎082-228-2111）

自衛官・学生採用試験

■自衛官採用試験
①自衛官候補生
受験資格　18歳～26歳の男女
学科試験　９月上旬および下旬
②一般曹候補生
受験資格　18歳～26歳の男女
第１次試験　９月18日（土）
③航空学生
受験資格　18歳～20歳の男女
第１次試験　９月23日（祝）
【①②③受付期間】
　８月１日（日）～９月10日（金）
■学生採用試験
④防衛医科大学校
受験資格　18歳～20歳の男女
第１次試験　10月30日（土）・31日（日）
⑤防衛大学校
受験資格　18歳～20歳の男女
第１次試験　11月６日（土）・７日（日）
⑥看護学生
受験資格　18歳～23歳の男女
第１次試験　10月23日（土）
【④⑤⑥受付期間】
　９月６日（月）～10月１日（金）
　自衛隊広島地方協力本部尾道出張所
　（☎0848-22-6942）

広島県指定ホームヘルパー
養成研修２級課程

期間　10月10日（日）～
　　　平成23年３月13日（日）
場所　尾道市社会福祉協議会ふれ
愛デイサービスセンター
実習施設　特別養護老人ホーム星
の里、特別養護老人ホームはなの
苑ほか
内容　スクーリング７回（期間中の
日曜 ９：00～17：00）、家庭学習（添
削問題と課題レポート）４回、施
設実習４日
対象　母子家庭の母および寡婦
定員　15人（応募多数の場合抽選）
※受講無料ですがテキスト代は自
己負担
申込方法　９月６日（月）までに、受
講申込書をFAXまたは郵送で申込
　　（財）広島県母子寡婦福祉連合会
　（☎・　082-543-6889）
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市立美術館開館30周年記念特別展市立美術館開館30周年記念特別展

スズキコージの
祝祭画展
スズキコージの
祝祭画展

●ライブペインティング追加決定
　スズキコージが美術館エントランスで巨大絵画（幅
5m）制作の続きを行います。
日時　７月28日（水）～31日（土）９：00～17：00（休憩有）
【一般対象】
①当館学芸員による列品解説
日時　７月25日（日）14：00～14：30
対象　一般（参加無料・申込不要。観覧料必要）
②スズキコージ絵本のおはなし会
　尾道学校で絵本を読む会「ルピナス」による絵本のお
はなしと、「アッコルト」がピアノとフルートで贈る楽
しいミニコンサートです。
日時　７月24日（土）10：30～11：20、13：30～14：20
対象　子ども～一般（参加無料・申込不要。観覧料必要）

【子ども学芸員対象】参加者には「こども学芸員シール」を発行
①わいわい がやがや おしゃべり鑑賞会
日時　８月８日（日）14：00～15：00
対象　中学生以下（参加無料・申込不要。付添一人入館無料）
②スズキコージと尾道まち歩き探検隊
　スズキコージと楽しくダンボール創作！できた作品と
一緒に空き家再生に取り組む尾道のまち歩きを楽しもう。
日時　８月１日（日）９：30～16：30
場所　市立美術館～市街地空き家再生会場
協働　NPO法人尾道空き家再生プロジェクト
対象　親子（先着30組。要申込）
参加費　親子で500円（兄弟一人追加につき200円）
③未来の学芸員《博物館実習生》と絵本・絵日記を作ろう
　美大生のお兄さんお姉さんが楽しく教えてくれるよ。ス
ズキコージの絵本に出てくる登場人物たちのイメージで、
切ったり張ったり、楽しい絵本・絵日記を作ってみよう。
日時　８月14日（土）９：30～11：30、13：30～15：30
対象　中学生以下（先着各回30人。要申込）
指導　博物館実習生と市立美術館職員
　　市立美術館（☎0848-23-2281　　0848-20-1682）
　bijutsu@city.onomichi.hiroshima.jp

各20組

若干名

若干名

なし

なし

20組

先着10人

先着10組

先着15組

先着15組

なし

受付中

７／14～

７／21～

不要

プチクラス

７／28（水）
10：00～11：30

８／18（水）
10：00～10：30

作って使おう夏の必需品！
～虫除けスプレー編
毎日使う日用品の
安全ラインとは？

７／23（金）
10：00～11：30

平成22年１月～３月生まれの赤ちゃんと保護者。
前回タッチケアに参加できなかった人も大歓迎！
ステップアップケアも予定しています。
０歳～未就園のお子さんと保護者。タオル・雑巾・材
料費800円。体に優しい虫除けスプレーを作ろう！
講師：山崎高広さん（管理食養士）
０歳～未就園のお子さんと保護者。毎日使っている
洗剤、日用品などの安全性について分かりやすくお
話します。講師：山崎高広さん
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：村上清美さんみかんちゃんとリトミック

８／４（水）
10：00～11：30

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）

ピクニック広場in向島
（旧彦ノ上保育所）

８／３（火）・18（水）概ね１歳以上10：00～11：00
８／25（水）概ね１歳未満10：00～11：00

８／11（水）10：00～11：30
（相談時間10：45～11：30）

８／４（水）・26(木）９：30～11：30
８／23(月）13：30～15：30

８／24（火）10：00～12：00
毎月１回（第４火曜）

８／27（金）10：00～11：30 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。８月は山崎高広さん（管理食養士）による添加物のお話、おにぎりと手
作り味噌を使ったお味噌汁です。お楽しみに。概ね１歳６カ月～３歳の親子

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。

７／23
必着

８／９
９：30～

受付中

受付中

不要

不要

受付中

８／５（木）・19（木）
９：30～11：00、11：00～12：30

８／６（金）・20（金）10：00～12：30
毎月２回（第１・第３金曜）

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：衛生施設センター（東尾道）
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消費生活 ファイル消費生活 ファイル相談相談 アダルトサイトの請求画面が消えない

≪相談内容≫
　パソコンでインターネットの動画を見ていたとこ
ろ、アダルトサイトにつながってしまい、登録料を請
求された。請求画面が表示されたまま消えず、他の画
面が見えなくて困っている。
　３日以内に払うようにとカウントダウンが表示さ
れており、「料金を払えば消える」と書かれている。ど
うしたらよいか。
≪アドバイス≫　
　アダルトサイト等で動画を見ようとして「再生ボタ
ン」などをクリックすると料金請求画面が表示され、
何度消しても表示されてしまうことがあります。これ
は動画を見ようとクリックした際に、請求画面を表示
するウィルスが入り込んだためです。請求画面はあた
かも個人情報が登録されたように表示されますが、IP
アドレスやプロバイダ名は把握されても、個人を特定
されることはありません。これはいわゆる“ワンクリ
ック詐欺”ですので、無視が一番です。請求画面が表示
されても慌ててお金を振り込んだり、電話やメールで
事業者と連絡をとらないようにしましょう。

　なお、最近ではアダルトサイト以外にも「ゲーム攻
略サイト」や「芸能人の情報サイト」から誘導されるケ
ースもありますので、十分注意してください。
　請求画面が消えない場合の対処方法が独立行政法
人情報処理推進機構（ＩＰＡ）のホームページに紹介
されています。参考にしてみてください。
http://www.ipa.go.jp/security/topics/alert20080909.html

　尾道市の観光のシンボルである千光寺
山ロープウェイの客車（かもめ号、さくら
号）の老朽化に伴って、平成23年２月に交
換工事を行う予定です。
　今回、客車ボディのデザインを募集します。
デザインのコンセプト
　懐かしさと新しさの同居した街「尾道」
らしさが感じられ、新時代の観光都市尾道
をＰＲできるもの
応募資格　どなたでも
応募方法　８月16日（月）までに所定の応
募用紙に必要事項を記入のうえ、郵送ま
たは持参で応募（必着）

※手描き、ＣＧ、写真など種類は不問です
が、必ず所定の応募用紙を使用してくだ
さい。募集要項、応募用紙はホームペー
ジから入手できますが、観光課、市役所
本庁、各支所、ロープウェイ乗り場にも
あります。

作品規定　客車ボディの図柄および
客車に表示する「かもめ」「さくら」
の文字ロゴのデザイン（ひらがな、
カタカナ、アルファベット等不問）。
尾道市のシンボルマークを客車の
前後に入れてください。ただし、デ
ザインの都合上、省略しても差し支
えはありません。

賞　採用者一人に10万円のギフト券と
記念品、表彰状を贈呈予定（ただし、
採用者が中学生以下の場合は５万円
分の図書カードを贈呈）。応募者へは
ロープウェイの往復券を贈呈

発表　９月中にホームページに掲載
し、広報おのみち10月号に掲載するほか、採用者に直接通知し
ます。

　　〒722-8501　尾道市久保一丁目15-1　観光課施設係
　（☎0848-25-7185　　0848-25-7293）
http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/shinchaku/ropeway.html

■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）
■土・日・祝日（年末年始除く）は消費者ホットライン
　（国民生活センター）へ！
　国民生活センター（☎0570-064-370）
※ＩＰ電話からは不可

千光寺山ロープウェイの客車デザイン募集千光寺山ロープウェイの客車デザイン募集
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ご注意ください！向峠ガード北側交差点が変わりますご注意ください！向峠ガード北側交差点が変わります 西瀬戸自動車道（因島大橋）
一時通行止
西瀬戸自動車道（因島大橋）
一時通行止

市有地を売却します
※応募等の詳しい内容は、７月12日（月）
の告示・市ホームページをご覧ください。

●一般競争入札

●一般公募
 

　県道栗原長江線の街路工事に伴い、向峠ガード北側交差点を
移設する工事を行います。工事状況により、道路の通行箇所や
交差点の位置が変わりますので走行にご注意ください。
交差点切替日　７月下旬（予定）
※荒天（台風等）により、日程が変わる場合があります。
　広島県東部建設事務所三原支所工務第一課
　（☎0848-64-4274）

受付期間　７月12日（月）～23日（金）17：15
まで（土・日・祝日を除く）
受付場所　市役所４階契約管財課（※郵送・
ＦＡＸでの申込は受け付けません。）
入札日時　７月29日（木）10：30～
入札場所　市役所４階応接室
売却方法　一般競争入札（必ず事前に現地
を確認してください。）
　契約管財課（☎0848-25-7284）

受付期間　７月12日（月）～23日（金）17：15まで（土・日・祝日を除く）
受付場所　①は市役所４階契約管財課、②～⑦は瀬戸田支所しま
おこし課（※郵送・ＦＡＸでの申込は受け付けません。）
抽選日時　７月29日（木）10：00～
抽選場所　①は市役所４階応接室、②～⑦は瀬戸田支所多目的会議室
売却方法　一般公募（応募が複数の場合は抽選で購入者を決定）
　①契約管財課（☎0848-25-7284）
　②～⑦瀬戸田支所しまおこし課（☎0845-27-2213）

　西瀬戸自動車道（しまなみ海道）因島大橋の
主塔塗替塗装工事に伴う路面防護工撤去のた
め、次のとおり夜間一時通行止を行います。
規制日　７月22日（木）
※１回30分程度の通行止を3回実施
通行止予定時刻
①午前０：30～１：00
②午前２：30～３：00
③午前４：30～５：00
規制箇所　因島大橋（向島ＩＣ～因島北ＩＣ）
※天候不良の場合は翌日以降の同時刻に順延
します。
　本州四国連絡高速道路㈱しまなみ尾道管理センター
　（☎0848-44-3700）

現交差点

新交差点移設工事
７月下旬の深夜（予定）

× × ×××

県道栗原長江線

2 至福山方面→

至尾道市街

至JR新尾道駅

←至三原 国道2号バイパス
国道2号バイパスへ→国道2号バイパスへ→

←国道184号へ←国道184号へ

→

→

バイパス側道

番号・場所 地目 価　格面積
①御調町丸門田字城之東245番1他1筆
②瀬戸田町名荷字井柳290番1
③瀬戸田町名荷字井柳293番4
④瀬戸田町名荷字井柳293番3
⑤瀬戸田町名荷字井柳294番1
⑥瀬戸田町垂水字槙ヶ原1583番20
⑦瀬戸田町瀬戸田字本町399番1他1筆

宅 地
宅 地
宅 地
宅 地
宅 地
雑種地
宅 地

926.12㎡
238.81㎡
227.55㎡
213.33㎡
256.78㎡
310㎡

296.50㎡

7,178,000円
4,053,000円
3,862,000円
3,621,000円
4,315,000円
3,196,000円
10,110,000円

番号・場所 地目 面積
①西則末町5210番１ 宅 地 1005.38㎡

1

1 2
3
4
5

6

7

総合福祉
センター
総合福祉
センター
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　平成23年（来年）春新規高等学校卒
業予定の就職希望生徒と、求人を予
定している市内事業所との事業所説
明会を開催します。
日時　７月21日（水）13：30～16：00
場所　尾道産業会館
　（東尾道９-５ベイタウン尾道）
内容　13：30～就職ガイダンス
　　　14：00～事業所との面談によ

る説明会、適職診断、
仕事に関するミニグ
ループワーク

参加費　無料
申込方法　高校生は、学校を通じて
お問い合わせください。
　尾道市ふる里就職促進協議会事務局
　（商工課内　☎0848-25-7182）

高校生を対象とした
事業所説明会

　中退共制度（中小企業退職金共済
制度）は、中小企業で働く従業員のた
めの外部積立型の国の退職金制度で
す。パートタイマーのための特例掛
金も用意されています。
◎適格退職年金制度からの移行先です。
◎掛金の一部を国が助成します。
◎掛金は全額非課税です。
◎管理に手間がかかりません。
◎掛金以外の経費がかかりません。
※詳しくは、ホームページ
（http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/）
をご覧ください。
　中退共広島退職金相談コーナー
　（☎082-240 -7151）または尾道商
工会議所、尾道しまなみ商工会

退職金の悩み、
中退共で解決しませんか

　開業や融資に関する相談、助成制
度や補助金の紹介、商店街の空き店
舗情報、ビジネスプランの内容など、
参加機関・団体の担当者が連携して
相談に応じます。
日時　８月20日（金）13：00～17：00
場所　尾道商工会議所３階
対象　市内で新しくビジネスを始め
ようと考えている人、開業して間も
ない人で疑問や課題をお持ちの人
参加機関　尾道市、尾道商工会議所、
尾道地域中小企業支援センター、
日本政策金融公庫、尾道市ニュー
ビジネス懇話会、ＮＰＯ法人尾道
ベンチャー支援センター
申込期限　７月30日（金）
　※相談無料、事前申込必要
　　尾道地域中小企業支援センター
　（尾道商工会議所内　☎0848-22-2165）
　商工課（☎0848-25-7182）

創業支援総合相談会

 　起業および事業化を目指す、ユニ
ークな事業アイデア、新しい技術、斬
新なビジネスプランを募集します。
助成対象　県内に主たる事業所（事
務所）を置くか、または県内在住の
新規性・独自性のある技術やビジ
ネスプランなどをお持ちの人で、
創業前または創業後研究開発段階
で創業・設立７年未満または売上
高10億円以下の個人・法人
助成内容　ひろしまベンチャー大賞
（法人・個人対象）300万円、エコ特別
賞（法人・個人対象）100万円、奨励賞
（法人対象）100万円～200万円、育成
賞（個人対象）50万円～100万円

「ひろしまベンチャー助成金」
第15回募集

あなたのアイデア・ビジネスプランを
発表してみませんか

尾道ニュービジネス発表会
2010発表者募集

交付条件　中小・ベンチャー企業支
援機関（団体）の継続的な指導を受
けていただくこと
申込方法　７月31日（土）までに、商
工課、商工会議所、広島銀行等の窓
口で配布している所定の申請書
（ホームページからもダウンロー
ド可）を郵送
　（財）ひろしまベンチャー育成基金事務局　
　（☎082-504-3861）
http://www.hiro-venture.or.jp/

　「事業アイデアは持っているが、どう
したら事業化できるか分からない」と
お困りの人、自社の商品をＰＲしたい
人などを募集しています。発表者は、事
業内容などをお聞きして決定します。
日時　12月７日（火）18：30～20：30
場所　グリーンヒルホテル尾道
対象　尾道でニュービジネスの実現に向
けて積極的な活動をしている、または
計画している人で当日、ビジネスプラ
ンを発表できる人（社会人・学生不問）

申込期限　８月31日（火）
　　尾道地域中小企業支援センター
　（尾道商工会議所内　☎0848-22-2165）
　商工課（☎0848-25-7182）

28 広報おのみち・平成22年７月

就職・就業～説明会・相談会など～就職・就業～説明会・相談会など～



尾道地域企業合同求人説明会
～参加事業所を募集中～
尾道地域企業合同求人説明会
～参加事業所を募集中～

◆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）

７月21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。
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日時　８月18日（水）13：00～16：00（受付12：30～）
場所　びんご運動公園健康スポーツセンターメインアリーナ
※会場まで臨時バスを運行します。（通常運賃要）

※尾道駅より片道270円。長江通りを経由し、各バス停に
停まります。帰り（びんご運動公園発）も運行します。

対象　すべての就職希望者（来春大学等新卒予定者・中
途就職希望者［パート含む］）、新卒・中途求人（パ
ート含む）を予定している事業所

内容　就職希望者と事業所との面談による説明会
　　　就職に関する各種相談コーナーの開設
参加費　無料
申込方法　就職希望者は不要、事業所は７月30日（金）

までに要申込
※参加予定事業所名を協議会ホームページで公開。
　福祉・医療関係の事業所・施設も多数参加予定です。
　尾道市ふる里就職促進協議会事務局
　（商工課内　☎0848-25-7182）
　http://www.bbbn.jp/̃furusato/

55,032世帯

55,892世帯

57,076世帯

58,132世帯

国勢調査情報国勢調査情報
国勢調査は みんなで描く 日本の自画像

　国勢調査は、我が国の人口・世帯の実態を明らかにする
ことを目的として行われる国の最も重要な統計調査です。
　日本国内に住んでいるすべての人・世帯を対象とし
て５年ごとに行われ、今回の調査は、大正９年を第１回
として、19回目に当たります。 
　平成22年国勢調査は、我が国が本格的な人口減少社
会となって実施する最初の国勢調査で、日本の未来を
考えるために欠くことのできない重要な調査です。
　９月下旬から調査員が調査のお願いに伺います。皆
さんのご協力をお願いします。
　詳しくは、平成22年国勢調査広報サイト「国勢調査 e-
ガイド」をご覧ください。
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/kouhou/index.htm
　政策企画課統計係（☎0848-25-7314）

166,930人

159,890人

155,200人

150,225人

78,503人

75,230人

73,059人

71,138人

88,427人

84,660人

82,141人

79,087人

年次 世帯数 人口総数 男 女
平成２年

平成７年

平成12年

平成17年

※各年10月1日現在。数値は現在の市域に基づいて
　組み替えたものです。

尾道駅（５番のりば） 新尾道駅（１番のりば） びんご運動公園

人口・世帯数の推移 国勢調査

平成22年10月１日現在の尾道市
の人口は何人になるでしょうか？

12：00
12：20
13：00

12：15
12：35
13：15

12：22
12：42
13：22
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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Ⅱ
◇開催中、８月29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、市内学生・小学生以下無料

(☎0845-27-0800）

■夏季常設展2010
◇開催中、９月５日（日）まで
観覧料　大人 1,200円、高校生 700円、中学生以下無料

(☎0845-27-3800）
■平山郁夫の物語世界 
◇７月15日（木）～９月17日（金）
観覧料　一般 700円、高校・大学生 400円
　　　　小・中学生 200円（市内小・中学生無料）
●館長による展示解説　◇７月25日（日）13：30～

(☎0848-20-7831）

■Curriculum　カリキュラム　授業作品展
◇７月17日（土）～８月15日（日）
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）
■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）

■開館30周年記念特別展　スズキコージの祝祭画展
◇開催中、８月22日（日）まで　※25頁に関連記事あり
観覧料　大人 700円、高校・大学生 500円、中学生以下無料

おのみち市民大学

「平和と命の尊さ」について
考えてみませんか？
「平和と命の尊さ」について
考えてみませんか？

親子講座－映画上映－

日にち　８月21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　10：00～12：00
第２回　13：00～15：00
第３回　15：30～17：30　
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（７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、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

©2008 WALT DISNEY PICTURES/PIXAR ANIMATION STUDIOS. 
ALL RIGHTS RESERVED.

日　時　８月６日（金）
　　　　１回目　14：00～
　　　　２回目　18：30～
※上映時間１時間39分
場　所　しまなみ交流館ホール
定　員　各回申込先着690人
入場料　無料
申込方法　「①名前②参加希望人数③希望回④連絡先」
を電話またはＦＡＸ・Ｅメールで申込

　　人権推進課（☎0848-37-2631　　0848-37-6631）
　jinken@city.onomichi.hiroshima.jp

平和祈念の黙祷をしましょう
　65年前の８月６日８時15分に広島市、８月９日11時２分
に長崎市に原爆が投下されました。
　また、８月15日は戦没者を追悼し平和を祈念する日です。
　戦争や原爆によって死没された人たちの冥福と恒久平和の
確立を祈って、黙祷をささげましょう。

）（※3Dではありません。トイ・ストーリー3

尾道市「父と暮せば」映画鑑賞会
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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（６月末日現在） ８月の交通事故統計情報

平成22年
件数
290
294

3
2

349
357

死者 負傷者

昨　　年

県下一斉警戒日 10日（火）

12日（木）

（尾道・因島警察署管内）

東部ブロック警戒日

「こないだろう」 それがあぶない 「きてるかも」

８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
３日（火）
11日（水）
16日（月）
23日（月）
24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
３日（火）
５日（木）
９日（月）
20日（金）

みつぎいこい会館
因島総合支所
尾道市役所
瀬戸田支所

※行政相談委員が対応

※人権擁護委員が対応

　秘書広報課広報広聴係
　　（☎0848-25-7395）

弁護士相談（要予約）
法律相談全般
（※受付は７月20日から。先着順）
２日（月）
４日（水）
12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
10日（火）
16日（月）
18日（水）
19日（木）

向島支所
尾道市役所
因島総合支所
瀬戸田支所

登記相談
土地・建物の登記、会社の登記
11日（水）因島総合支所

表紙は、尾道大学生がデザインしています。

私は朝に牛乳を飲む習慣は無い。
しかし 牛乳は嫌いではない。
しかし 飲むとなんだか体の中が漂白されてしまいそうで。
しかし 漂白こそされないが、実際白くなっているだろう。
しかし 私にはそれを知る術は無い。
　このたびふくやま美術館内ギャラリーにて八月に、私と、私
の友達と、私とその友達の友達の、三人による展覧会を行いま
す。タイトルはDRY(ドライ)です。漂白、褪色、乾燥されそうな
モノ達です。私もあなたもとても楽しみです。

尾道大学美術学科
油画コース４年
杉 井 隼 人

納期限＝８/２（月）
今月の納税等

国民健康保険料
固定資産税
都市計画税
介護保険料

後期高齢者医療保険料 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）
◇８月12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
「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）

※法務局職員が対応

漂白する日常
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