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児童扶養手当・特別児童扶養手当児童扶養手当・特別児童扶養手当児童扶養手当・特別児童扶養手当
現況届・所得状況届の手続きを忘れずに！
　現在、児童扶養手当を受けている人は「現況届」、特別児童扶養手当を受けている人は「所得状況届」を提出してくだ
さい。この届は、手当を引き続き受ける資格があるかどうかを審査するための重要なものです。所得があってもなく
ても必ず提出してください。
提出期限・提出先
　児童扶養手当現況届は、８月31日㈫までに、子育て支援課（市役所３階）または因島福祉課、御調支所住民課、向島支
所住民福祉課、瀬戸田支所住民福祉課へ
　特別児童扶養手当所得状況届は、９月10日㈮までに、社会福祉課（市役所１階）または因島福祉課、御調保健福祉セ
ンター、向島支所住民福祉課、瀬戸田支所住民福祉課へ

認定請求の手続きはお済みですか
　次の支給要件に該当する人で、まだ手当の請求をされていない人は、すぐに認定請求の手続きをしてください。

　児童扶養手当は次のいずれかに該当する児童を養育
している父母、または父母に代わってその児童を養育し
ている人に支給されます。（平成22年８月１日から父子
家庭の父も児童扶養手当の支給対象となりました。）
※児童とは、18歳に達する日以後の最初の３月31日までの
間にある人（児童に障害がある場合は20歳未満まで対象）
対象　〇父母が離婚（事実婚を含む）した児童
　　　〇父または母が死亡または生死不明の児童
　　　〇父または母が重度の障害を有する児童
　　　〇父または母が１年以上拘禁されている児童
　　　〇父または母に１年以上遺棄されている児童
　　　〇婚姻によらないで生まれた児童
支給時期　４月、８月、12月の年３回
支給制限　児童が施設に入所しているとき
　　　　　受給者（請求者）または児童が公的年金を受

けているとき
　　　　　所得が一定額以上あるとき
手続きに必要なもの　戸籍謄本など
◎児童扶養手当法の改正により、手当の受給から５年等
を経過する受給者は、現況届の際、併せて「児童扶養手
当一部支給停止適用除外事由届出書」の提出が必要で
す。対象者には「重要なお知らせ」と届出用紙を送付し
ていますので、期限内に手続きをしてください。

児童扶養手当

問い合わせ先 子育て支援課
因島福祉課
御調支所住民課
向島支所住民福祉課
瀬戸田支所住民福祉課

（☎0848-25-7113）　
（☎0845-26-6210）
（☎0848-76-2136）
（☎0848-44-0111）
（☎0845-27-2209）

　特別児童扶養手当は、身体、知的または精神に中・重度
の障害がある20歳未満の障害児を養育している人に支
給されます。
対象　〇「身体障害者手帳」概ね１級、２級、３級の児童

（４級は一部）
　　　〇「療育手帳」概ね◯、Ａ、◯の児童
　　　〇インスリン依存型糖尿病や再生不良性貧血等

の慢性疾患のため日常生活に制限を必要とす
る児童

手当額　手当１級に認定のとき　月額50,750円
　　　　手当２級に認定のとき　月額33,800円
支給時期　４月、８月、12月の年３回（ただし、12月期分

については11月に支払われます。）
支給制限　児童が施設に入所しているとき
　　　　　児童が障害を理由とする年金を受けているとき
　　　　　所得が一定額以上あるとき
手続きに必要なもの　住民票・戸籍謄本各１通、診断書、振
込先口座申出書、転入の場合は前年の課税台帳記載事項
証明書、身体障害者手帳・療育手帳（お持ちの人のみ）

特別児童扶養手当

問い合わせ先 社会福祉課
因島福祉課
御調保健福祉センター
向島支所住民福祉課
瀬戸田支所住民福祉課

（☎0848-25-7125）
（☎0845-26-6209）
（☎0848-76-2235）
（☎0848-44-0111）
（☎0845-27-2209） 

Ａ B
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乳幼児等医療費受給者証は
お持ちですか
乳幼児等医療費受給者証は
お持ちですか

おのみちファミリー・サポート・センター講習会受講者募集おのみちファミリー・サポート・センター講習会受講者募集

子ども手当の手続きは
お済みですか
子ども手当の手続きは
お済みですか

　市では、経済的な理由で、高校・大学等に在学することが
困難な人への修学資金の貸付について募集を行います。
  

交付方法　奨学金は３カ月分をまとめて年４回交付
貸付利息　無利息
貸付期間　在学する学校の正規の修学年限（本年10月から）
資格　①学校教育法に規定する高等学校・高等専門学
校・大学・修学年限２年以上の専修学校に在学してい

る人。ただし、通信制・夜間部（定時制）は除く②親また
は扶養義務者が本市住民で平成18年１月９日（尾道市
編入前日）に旧因島市に１年以上居住していた人③学
業成績が良好な人④経済的な理由で進学または在学
が困難な人⑤他の奨学金などを受けていない人

償還　貸付終了後６カ月間据え置き、年２回償還
償還年数　高校・高等専門学校５年、大学・専修学校10年
申込方法　９月１日㈬～30日㈭に、因島瀬戸田地域教
育課（因島総合支所３階）にある申請書類を提出（土・
日・祝日を除く）
申込・問い合わせ先
　因島瀬戸田地域教育課教育総務係（☎0845-26-6204）

　お持ちでない人は、手続きをしてください。
※申請時に所得審査があります。
※所得の状況は毎年変わりますので、これまで対象に
ならなかった人も対象となる場合があります。子ど
もの誕生月に手続きにお越しください。
助成内容
　乳幼児が病気やけがで医療機関にかかった場合、医
療費の一部を助成します。入院・通院ごとに１医療機
関につき１日500円の窓口負担があります。
対象
　【通院・入院】０歳児～小学３年生
　【入院】小学４年生～６年生
　※入院が決まったときに
　　手続きをしてください。
手続きに必要なもの
　印鑑、子どもの健康保険証
申請窓口
　子育て支援課または各支所
問い合わせ先
　子育て支援課（☎0848-25-7113）

　おのみちファミリー・サポート・センターは、子どもの面倒
をみて欲しい人（依頼会員）と子どもが好きで子育てのお手伝
いをしたい人（提供会員）が、お互いの立場を尊重し、有償で子
育てに関するさまざまな援助活動を行って、地域みんなで子
育てを応援することを目的とした会員組織です。
　現在、提供会員が不足しています。あなたも提供会員に登録
して、子育てを応援してみませんか。ファミサポでは講習会の
参加者を募集しています。
場　所　おのみち生涯学習センター２階研修室１
対　象　子どもが好きで意欲のある人
　　　　（年齢、性別、資格などは問いません。）
参加料　無料（託児あり）

　子ども手当の制度開始（平成22年４月）に伴う新規
請求の手続きの期限は、９月末までです。
　期限を過ぎると、４月分にさかのぼって支給されま
せんので、まだの人はお急ぎください。
受給者　中学校修了前までの子どもを養育する父ま

たは母等（生計の中心者）
　　　　※所得制限はありません。
支給額　子ども一人につき13,000円（月額）
手続きが必要な人
①３月末まで児童手当を受給していなかった人
②３月末まで児童手当を受給していた人で、中学２・
３年生の子どもがいる人
請求窓口　子育て支援課または各支所
※受給者の住所が市外の場合は、住所がある市区町村
へ請求してください。公務員の人は勤務先へ請求し
てください。
持参物　請求者（父または母）の健康保険証、
　　　　預金通帳、印鑑
請求期限　９月30日㈭
問い合わせ先　子育て支援課（☎0848-25-7113）

あなたの子育て応援します！

申込・問い合わせ先
　おのみちファミリー・サポート・センター
　（☎0848-37-2415）

日　時 内　　容
９月７日㈫
10：00～12：00

乳幼児の心と体の発達
子どものあそびと手作りおもちゃ
家庭でできる病気やケガの対処法
親子に寄り添い思うこと

保育体験（実習）

ファミサポ活動のシステム
プチ交流会

９月14日㈫
10：00～12：00

９月21日㈫
10：00～12：00
９月28日㈫
10：00～12：00

尾道市因島地区修学資金貸付募集

貸付額　　 区　分 奨学金（月額）
高校・高等専門学校
大学・専修学校

10,000円以内
30,000円以内
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　市内各センターで実施する４カ月児・
１歳６カ月児・３歳児健康診査について
は、個別通知します。健診日の１週間前ま
でに通知がない場合は、ご連絡ください。

　このマークがついて
いる行事は、けんこうウ
ェルカムキャンペーン
のポイントになります。
ポイントを集めて応募
すれば抽選で商品が当
たります。詳しくは、７月号をご覧く
ださい。

献血献血
日にち 場　所 受付時間

問い合わせ先　尾道市公衆衛生推進協議会
（☎0848‐24‐1177）

●母子健康手帳を交付します
時　間　８：30～12：00、13：00～17：00
　　　　　（土・日・祝日を除く）
場　所　健康推進課（総合福祉センター
１階）、子育て支援課、因島保健センタ
ー、因島総合支所因島福祉課、各支所
（向島・浦崎・向東・百島）、御調保健福
祉センター、瀬戸田福祉保健センター
●健康手帳を使って健康づくりを！
　健康診査の結果や血圧・体重などの健康
記録が記入できる手帳です。希望者には下
記の場所で配布します。
対　象　40歳以上の市民
場　所　健康推進課、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、向島支所

尾道地域（向島を含む）での健診・相談など
☎0848‐24‐1960
　0848‐24‐1966

健康推進課

kenko@city.onomichi.hiroshima.jp

申込期限　９月10日㈮定員15人
●５歳児相談（要申込）
◇８月19日㈭
対　象　平成17年６月生まれで発達

等気になることがある人
場　所　総合福祉センター
申込先　通っている市内保育所・幼稚

園（市内保育所等に通ってい
ない人は健康推進課へ）

●心の相談（１週間前までに要申込）
◇８月17日㈫・30日㈪
　９月14日㈫13：30～16：30
場　所　総合福祉センター
担　当　精神保健カウンセラー
●成人健康相談
◇８月23日㈪９：30～11：00
場　所　総合福祉センター
◇９月７日㈫９：30～11：00
場　所　尾道市役所３階第１会議室
内　容　血圧・体脂肪・骨密度測定、生活

習慣病予防・健康づくりのため
の運動実践相談、栄養相談

持参物　血圧手帳、健康手帳

因島地区
※場所の記載がない場合は、いずれも
因島保健センター

●３歳児健康診査（個別通知あり）
◇８月19日㈭
対　象　平成19年２月７日～３月15日生まれ
●乳児健康相談
◇８月25日㈬
対象・受付時間
　概ね８カ月～12カ月の児　９：30～10：00
　概ね０カ月～７カ月の児　13：20～13：40
持参物　母子健康手帳、バスタオル
●離乳食講習会（要申込）
◇８月24日㈫
　13：20～15：30（受付13：00～13：20）
対　象　乳児の家族
内　容　調理実習、栄養相談
持参物　母子健康手帳、筆記用具、エ

プロン、三角巾、マスク
　　　　※託児あり
●５歳児相談（要申込）
◇８月26日㈭
対　象　平成17年４月～６月生まれで

発達等気になることがある人
申込先　通っている市内保育所・幼稚

園（市内保育所等に通ってい
ない人は健康推進課へ）

瀬戸田地区
※場所はいずれも瀬戸田福祉保健センター

●４カ月児健康診査（個別通知あり）
◇９月３日㈮
対　象　平成22年４月～５月生まれ
持参物　母子健康手帳

●４カ月児健康診査（個別通知あり）
◇８月25日㈬・26日㈭
対　象　平成22年４月生まれ
場　所　総合福祉センター
●１歳６カ月児健康診査（個別通知あり）
◇９月８日㈬・９日㈭
対　象　平成21年２月生まれ
場　所　総合福祉センター
●３歳児健康診査（個別通知あり）
◇９月１日㈬・２日㈭
対　象　平成19年４月生まれ
場　所　総合福祉センター
●乳児健康相談
◇８月16日㈪、９月13日㈪
対象・受付時間
　８カ月～12カ月の児　９：20～９：40
　０カ月～７カ月の児　13：20～13：40
場　所　総合福祉センター
内　容　保育士によるふれあい遊び、
　　　　身体計測、保健師による育児

相談、栄養士による栄養相談
持参物　母子健康手帳、バスタオル
●パパ☆ママ準備スクール
　～歯科編～（要申込）
◇８月19日㈭
　13：30～15：00（受付13：10～）
対　象　妊婦・夫・その家族
場　所　総合福祉センター
内　容　歯科医師による講演、歯科健

診、歯垢染色（希望者のみ）、
歯科衛生士によるブラッシ
ングについての話

持参物　母子健康手帳、使っている歯ブラシ
申込期限　８月17日㈫定員20人
●パパ☆ママ準備スクール
　パート1（要申込）
◇８月23日㈪
　13：15～15：00（受付13：00～）
対　象　妊婦・夫・その家族
場　所　総合福祉センター
内　容　妊娠中の食生活、妊娠中の過

ごし方、赤ちゃんのお世話
（沐浴など）、保健事業制度な
どについての話

持参物　母子健康手帳、筆記用具、テ
キスト（２回目以上の参加で
持っている人）

申込期限　８月19日㈭定員20人
●パパ☆ママ準備スクール
　パート２（要申込）
◇９月15日㈬
　14：00～15：20（受付13：50～）
対　象　妊婦・夫・その家族
場　所　市民病院新館４階大会議室
内　容　分娩の経過、分娩期の過ごし

方、母乳に関すること、産後
の生活（助産師による話）

持参物　母子健康手帳、筆記用具、テキスト
（２回目以上の参加で持っている人）

12：45～16：00
10：00～11：30
12：30～15：30

８／18㈬
９／２㈭

因北小学校
パレット三成店

◇第２・４水曜日※検査無料
Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査

◇第３火曜日　13：30～15：30
内　容　生活・栄養・歯科相談
持参物　お子さんの場合母子健康手帳

アレルギー疾患相談

◇第２・４水曜日
※検査無料・匿名受付。電話相談は随時

ＨＩＶ抗体検査と相談

◇８月18日㈬・９月８日㈬13：30～15：30
相談医　精神科病院専門医師

精神保健福祉相談

場所・予約・問い合わせ先
広島県東部保健所保健課
（☎0848-25-2011）

因島・瀬戸田地域での健診・相談など
☎0845‐22‐0123因島保健センター

広島県東部保健所での相談（要申込）
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御調地域での健診・相談など
☎0848‐76‐2235

※場所はいずれも御調保健福祉センター
御調保健福祉センター

●１歳６カ月児健康診査（個別通知あり）
◇８月27日㈮
対　象　平成21年１月～２月生まれ
持参物　母子健康手帳
●３歳児健康診査（個別通知あり）
◇８月27日㈮
対　象　平成19年２月～３月生まれ
●乳児健康相談
◇９月14日㈫受付９：30～９：40
対　象　概ね１歳までの児
持参物　母子健康手帳、バスタオル
●健康相談
◇９月14日㈫13：30～14：30
内　容　骨密度・体脂肪・血圧・身体測定、

保健師・栄養士個別指導相談

●３歳児健康診査（個別通知あり）
◇９月７日㈫受付13：30～14：30
対　象　平成19年２月～５月生まれ
●２歳児健康診査（個別通知あり）
◇９月14日㈫受付13：30～14：45
対　象　平成20年４月～９月生まれ
●幼児食講習会（要申込）
◇８月31日㈫10：00～12：30
対　象　平成19年10月～平成21年３

月生まれとその保護者
持参物　親子分のエプロン、三角巾、

お茶、材料費１組400円
申込期限　８月24日㈫
　　　　　※定員先着15組

診
療
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間
／
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９
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〜
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後
５
時（
時
間
厳
守
）

当
番
医
尾
道
市
医
師
会

診
療
時
間
／
午
前
９
時
〜
午
後
１
時（
時
間
厳
守
）

当
番
医
尾
道
市
歯
科
医
師
会

月　日 内科系 小児科系 外　　科 歯　　科

８月15日

22日

29日

９月５日

12日

※市外局番はいずれも「0848」です。
※変更になることがありますので、尾道市消防局（☎0848-55-0119）または当番医へ受診前に電話でご確認ください。
※因島地区については、「因島医師会病院（因島中庄町　☎0845-24-1210）」がすべての休日に対応します。
※瀬戸田地区については、お知らせカレンダーをご参照ください。

正岡クリニック（内）
栗原

向島

高須

土堂２

☎24-2411
宮地クリニック（内・小）
栗原 ☎22-8855

く さ か 整 形 外 科（外）
美ノ郷 ☎48-4870

ほ て い や 歯 科
新高山２ ☎56-0821

山 本 医 院（内）
☎44-0308

森 田 小 児 科（小・内）
土堂２ ☎25-3896

古 島 整 形 外 科（外）
高須 ☎20-2222

は し づ か 歯 科 医 院
新浜２ ☎24-3355

原田内科クリニック（内）
☎56-1323

お ぐ ら 小 児 科（小・内）
高須 ☎20-2370

板阪整形外科クリニック（外）
高須 ☎56-0506

は し も と 歯 科
高須 ☎47-0848
福 岡 歯 科 医 院
新浜１ ☎22-2001

住元整形外科医院（外）
栗原西２ ☎22-3800

田辺クリニック（内・小）
古浜 ☎24-1155

美ノ郷
た が し ら 医 院（内）

☎48-3588
宗 永 歯 科 医 院
向東 ☎44-6470

笠 井 病 院（外）
久保１ ☎37-2308

梶山小児科医院（小・内）
西御所 ☎22-4083

村 上 医 院（内）
☎23-2047

　健診を受けたままになっていませんか。健診の結果
が届いたら、健康づくりスタートのチャンスです。
　メタボリックシンドロームに着目した特定健診を受
診した人のうち、生活習慣の改善による予防効果が期
待できる人には特定保健指導の案内と利用券が届きま
す。尾道市国保の人の自己負担金は無料です。

特定保健指導とは
　医師・保健師・管理栄養士などの専門家が、それぞれ
の生活に合わせた健康づくりの方法を一緒に考え、サ
ポートします。初回面接で健康づくりのメニューを決
めて、６カ月後に成果を評価します。

特定保健指導を受けた人の感想
　尾道市国保では、昨年度196人が特定保健指導を受け、

などの声が聞かれました。案内が届いたら、あなたも特
定保健指導をきっかけに健康づくりをスタートしてみ
ませんか。

健診を受けて、健康づくりスタート！健診を受けて、健康づくりスタート！
10年後も笑顔で
元気なあなた
でいるために

特定保健指導を受けましょう

●こころの健康相談（要申込）
◇８月19日㈭13：30～15：30
対　象　心の悩みのある人またはそ

の家族
※臨床心理士・保健師が対応
●もの忘れ何でも相談室（要申込）
◇９月16日㈭13：30～15：00
内　容　認知症状を有する人を在宅で

介護している家族、もの忘れ・
認知症等について悩みを抱え
ている人への個別相談
※申込・問い合わせは、尾道
　市北部地域包括支援セン
　ター（☎0848-76-2495）へ

問い合わせ先 健康推進課（☎0848-24-1962）
保険年金課（☎0848-25-7107）

「実践できなかったこともあったけど、講座に参加し
て、前向きの気持ちになれたことが良かった。」
「教えてもらってよかった。生活を見直すきっかけに
なった。」
「食と運動が大切だということがよく分かりました。」



16 広報おのみち・平成22年８月

講演会
「最近ぐっすり眠れてますか？」
　睡眠は、うつ病等の心の病気と深い
関係があるといわれています。自分自
身や周囲の人の「睡眠」と「心の健康」
について一緒に考えてみませんか。
日にち　９月10日㈮
場所　総合福祉センター４階
演題　心の病と睡眠
　　　～睡眠は脳と心の栄養～
講師　田中 秀樹さん（広島国際大学教授）
※講演会（申込不要）13：30～15：30
　眠れない悩み相談会（８月31日㈫
までに要申込）15：45～16：45
問い合わせ先
　健康推進課（☎0848-24-1960）

認知症講演会
　母を介護した講師の率直な
気持ちが心に響きます。これを機会
に、認知症と介護について一緒に考
えてみませんか。
日時　９月14日㈫13：30～15：30
場所　浦崎公民館
演題　いっぱいごめん いっぱいあ

りがと～認知症の母を介護
して学んだこと～

講師　岡上 多寿子さん（木耳社出
版「いっぱいごめん いっぱ
いありがと」著者）

対象　一般市民（無料、申込不要）
問い合わせ先
　尾道市東部地域包括支援センター
　（☎0848-56-0345）

さすが会～男の料理教室～
　男性のみの料理教室で、食の自立
を目指しませんか。
日　時　９月16日㈭10：00～13：00
場　所　御調保健福祉センター
　　　　２階栄養指導室
対　象　概ね65歳以上の男性
定　員　概ね20人
参加費　500円程度（予定）
持参物　米一合、エプロン、三角巾、

手拭タオル
申込期限　９月８日㈬
申込・問い合わせ先
　尾道市北部地域包括支援センター
　（☎0848-76-2495）

９月９日は救急の日９月９日は救急の日
９月９日～15日は救急医療週間です
救急車を呼ぶ前に！
　救急車は、事故や病気などで緊急に病院などへ搬送
する必要のある場合に利用するものです。
　最近、軽い症状でも救急車を利用する人が増えてい
ます。これは、事故による大ケガの人や、心筋梗塞など
で緊急に病院などへ搬送する必要がある人への救急車
の到着を遅らせること
になります。
　市民の皆さんのご協
力をお願いします。

　６月11日、広島県内全域に食中毒警報（第１号）が発令されました。
　詳しくは、広島県ホームページを次の方法（※）でご覧ください。食中毒予防のための情報について掲載されています。  
※〔トップページ＞くらし＞食の安全・安心＞ひろしま「食の安全・安心」情報サイト〕

①日時　９月９日㈭11：00～12：00
　場所　尾道サティ西側駐車場（天満町17-23）
　問い合わせ先　尾道西消防署（☎0848-22-0119）
　　　　　　　　消防局警防課（☎0848-55-9122）
②日時　９月11日㈯11：00～12：00
　場所　フジグラン尾道（東尾道19-7）
　問い合わせ先　尾道消防署（☎0848-55-9124）
　　　　　　　　消防局警防課（☎0848-55-9122）
③日時　９月12日㈰10：00～12：00
　場所　日立因島生協ＣＯ・ＯＰフレニール（因島土生町1899-３）
　問い合わせ先　因島消防署（☎0845-22-0119）
　　　　　　　　消防局警防課（☎0848-55-9122）

各地で開催します
高規格救急自動車および救急資機材の展示見学

正しい救急車の利用啓発など

広島県内全域に

日、広島県内全域に食中毒警報（第１号）が発令されました。
食中毒警報（第１号）が発令されました食中毒警報（第１号）が発令されました

■食中毒を防ごう！予防の6つのポイント
●ポイント①　買い物の際：期限表示を確認しましょう。
　買った後の食品は、肉汁や魚の水分がもれないよう気を
つけ、寄り道をせず、早めに自宅へ持ち帰りましょう。
●ポイント②　家庭での保存：食品を持ち帰ったら、冷蔵
品・冷凍品はすぐ冷蔵庫・冷凍庫に入れましょう。冷蔵庫
は10℃以下、冷凍庫は－15℃以下での設定が目安です。食
品の詰め過ぎに注意してください。（中身７割程度が目安
です。）
●ポイント③　下準備：手洗いは、食中毒予防の基本です。
調理の前、食品を取り扱う前後など、こまめに洗いましょ

う。生の肉・魚を切った後の包丁やまな板は充分に洗い、
熱湯や塩素系漂白剤で消毒をしましょう。
●ポイント④　調理：食品は中心部まで加熱しましょう。
（中心温度75℃１分以上の加熱が目安です。）
●ポイント⑤　食事：食卓につく前に手をしっかり洗いま
しょう。
●ポイント⑥　食事の後：残った食品は、小分けにし、冷蔵
庫等で低温で保管し、早めにたべましょう。
問い合わせ先
　広島県東部保健所生活衛生課（☎0848-25-2011）
　健康推進課（☎0848-24-1962）

講演会・教室
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尾道市歯周疾患検診尾道市歯周疾患検診
　今年度40歳・50歳・60歳・70歳の人を対象に、９月と10月
の２カ月に限り市内の病院・歯科医院等で無料の歯周疾
患検診を行います。
　歯を失う原因のほとんどが、歯周病とむし歯です。歯周
病は、あまり痛みを感じないまま進行し、気づいた時には
歯がポロリ…ということになりかねません。これからの
人生を楽しく、健やかに過ごすために、定期的な検診と正
しい生活習慣で「お口の健康」に取り組みましょう。
実施期間　９月１日㈬～10月30日㈯
対　　象　尾道市に住民票がある人で対象年齢に該当

する人（平成23年３月31日での年齢）
40歳：昭和45年４月１日～昭和46年３月31日生まれ
50歳：昭和35年４月１日～昭和36年３月31日生まれ
60歳：昭和25年４月１日～昭和26年３月31日生まれ
70歳：昭和15年４月１日～昭和16年３月31日生まれ

検診内容　口腔内（歯および歯肉）
　　　　　の検診、検診結果の説明、
　　　　　歯科保健指導　
料　　金　無料（ただし治療代は自己負担）
※受診は１回限りです。
申込方法　受診希望医院に必ず予約してください。
持 参 物　歯周疾患検診受診券（はがき）および本人確

認できるもの（保険証・運転免許証など）
※対象者には歯周疾患検診受診券（はがき）を８月中旬
頃郵送します。

実施場所　尾道市が委託している尾道市内の病院・歯科
医院等（診察時間・結果等は受診医療機関で
お尋ねください。）

問い合わせ先　健康推進課（☎0848-24-1960）

町　名

山波町

尾崎本町
久保一丁目
久保二丁目
久保三丁目
東久保町
長江一丁目

土堂一丁目

土堂二丁目

東御所町
西御所町
新浜一丁目
新浜二丁目

古浜町

沖側町
神田町
三軒家町
十四日元町
天満町

栗原西二丁目

西則末町
門田町

栗原町

美ノ郷町三成

浦崎町　

向東町

高須町

新高山二丁目
新高山三丁目

向島町

御調町

因島土生町

因島三庄町

因島田熊町

因島中庄町

因島重井町

瀬戸田町

石井歯科医院
砂田歯科医院
大元歯科医院
黒瀬歯科医院
長岡歯科医院
宮野歯科医院
吉田歯科医院
三谷歯科医院
井上歯科医院
鍋島歯科医院
馬越歯科医院
おおもとクローバー
歯科クリニック
小川歯科診療所
進来歯科医院
森田歯科クリニック
岩崎歯科医院
福岡歯科医院
はしづか歯科医院
JA尾道総合病院
小山歯科医院
岡田歯科医院
丸山歯科医院
みやもと歯科医院
中尾歯科医院
苅田歯科医院
篠原歯科医院
やまもと歯科
河上歯科医院
三藤歯科医院
オカノ歯科医院
カメイ歯科
田中第二歯科
さいだ歯科医院
古川歯科医院
檀上歯科医院

中司歯科医院
宗永歯科医院
板阪歯科医院
勝島歯科医院
そえだ歯科医院
第二小川歯科医院
はしもと歯科
ほていや歯科
尾道市立市民病院
柏原ファミリー歯科
カツシマ歯科
くろせ歯科クリニック
桑原歯科医院
林原歯科医院
公立みつぎ総合病院
日野歯科医院
村上歯科医院
よこた歯科医院
因島総合病院
因島村上歯科医院
岡野歯科クリニック
歯科・齋藤クリニック
齋藤歯科医院
田川歯科医院
林歯科医院
宮地歯科医院
岡田歯科医院
宗金歯科医院
あおかげ歯科
酒井歯科医院
ファミリー歯科宮地
瀬戸内歯科
瀬戸田村上歯科医院
藤田歯科医院
冨士田歯科医院

46-4478
37-8880
37-3332
37-4184
37-7314
37-3530
37-1892
37-3370
22-3588
22-2878
25-2424

24-7088

22-5566
22-4736
24-0660
22-4431
22-2001
24-3355
22-8111
22-2981
23-8188
25-3775
22-8211
37-2067
22-5650
25-4522
21-1015
22-2882
23-5533
24-0240
25-2557
24-2888
48-0014
48-2666
73-3025

44-7078
44-6470
55-0007
46-3610
46-5044
46-4568
47-0848
56-0821
47-1155
45-4618
44-2666
20-6480
44-2220
44-0347
76-1111
76-0153
76-2511
76-3320
22-2552
22-8388
22-7100
22-8844
22-0283
22-0968
22-0106
22-0336
22-0877
22-7216
24-2777
24-3648
24-2555
25-0663
27-4195
27-0029
27-0178

医療機関名 電話番号 町　名 医療機関名 電話番号

市外局番　旧尾道・向島・御調（0848）、因島・瀬戸田（0845）
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スプレー缶を出す場合は、中身を使い切って、穴を開けてください

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 ８／22㈰　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

８／22㈰　８：30～12：00

９／５㈰　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
【９/３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。

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～）
９／４㈯10：00～15：00　尾道市民センターむかいしま
９／８㈬10：30～15：00　瀬戸田市民会館前駐車場
９／10㈮10：00～15：00　道の駅クロスロードみつぎ
９／14㈫10：30～15：00　因島総合支所前駐車場

出張販売＆リサイクル教室
「秋の小物をつくろう」

９／４㈯
９／８㈬
９／10㈮
９／14㈫

費用：350円、持参物：裁縫道具
（リサイクル教室　10：00～）
８／27㈮９：00～12：00　ゆきひろメイト店
８／28㈯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
「おじいちゃん・おばあちゃんの小物をつくろう」

８／27㈮
８／28㈯

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８／22㈰
13：30～

費用：300円、定員：10人、持参物：エプロン
（※小学生も参加可）

トールペイント初心者コース
８／25㈬
10：15～12：00

毎月第１日曜日はフリーマーケットの日です。出店
希望の人はお申し込みください。（出店料：1,000円）

フリーマーケット９／５㈰
10：00～15：00

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８／25㈬

13：30～14：30

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９／ ２ ㈭

13：30～15：00

費用：500円、定員：７人、持参物：なし
さき織り体験をしてみよう８／26㈭

９／ １ ㈬
10：15～15：00

(☎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

　５月に、ごみ収集中の収集車（パッカー車）火災が２件発生
しました。原因は、穴の開いていないスプレー缶からの発火
でした。スプレー缶は、中身を使い切って穴を開け、地域で定
められた収集日に出してください。

　「ごみの分別について知りたい」「ごみの分別がよく分からない」など、地区・グループ単位で希望がありまし
たらお問い合わせください。

9月20日（敬老の日）・23日（秋分の日）は、次の地域で「燃やせるごみ（可燃）」を収集します

ごみ分別の出張説明に伺います

旧 尾 道 地 区
御 調 地 区
向 島 地 区
因 島 地 区
瀬 戸 田 地 区

資源回収の日（緑色の網袋）
資源ごみの日
カン類の日
資源ごみの日
資源物（カン類）の日

燃やせるごみの収集が月・木曜日の週２回の地域（燃やせるごみが月・水・金曜
日の週３回の地域は収集しません。）

Ａ地区̶兼吉・小歌島・東富・中富・西富・土井・宇立・川尻・宇山
（燃やせるごみが月・木曜日の地域）

因 島 地 区
瀬 戸 田 地 区
御 調 地 区

旧 尾 道 地 区
（下記を除く地域）

向 島 地 区

ごみ収集カレンダーどおり収集（燃やせるごみが月・木曜日の地域）
中野、鹿田原、沢、瀬戸田、港、福田、高根（燃やせるごみが月・木曜日の地域）
市・上川辺・今津野（※今津野は23日のみ収集。20日は収集はありませんのでご注意ください。）

※９月20日・23日のごみ持込受付はありません

※２日とも参加できる人

※8月13日㈮～16日㈪は休館します。
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長者原スポーツセンター行事案内
（☎0848-48-5677）

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

※行事案内は予定のため、変更・中止されることがあります。

　瀬戸内しまなみ海道を歩いて渡るウォーキングの大
会を、３日間開催します。
　５㎞～40㎞の13種類のコースがありますので、体力
に合わせてコースを選ぶことができます。
　今年は第10回を記念して、尾道のまちなみや向島を
歩く「尾道の坂道・石段コース」や、日本最大の大型練習
船「日本丸」を見学しながらウォーキングすることがで
きる「日本丸コース」などもできました。
　詳しくは、チラシまたはホームページをご覧ください。
期　間　10月22日㈮～24日㈰
参加費　大人 2,000円、高校生以下 1,000円、
　　　　市内在住の中学生以下は無料
申込方法　９月30日㈭までに、観光課、各支所、観光案内

所などに置いてある参加申込書に必要事項
を記入のうえ、参加費を郵便局より振込

申込先　〒794-8511
　　　　今治市別宮町１-４-１
　　　　今治市役所
　　　　市民まちづくり推進課
　　　　（☎0898-36-1515）
問い合わせ先
　観光課（☎0848-25-7184）
　http://www.shimanami3dm.jp/

　市内全域から子ども会チームが参加し、男子はソ
フトボール、女子はフットベースボールを行います。
日　時　８月29日㈰７：40～15：30頃
場　所　東尾道市民スポーツ広場（フジグラン尾道東隣）
問い合わせ先
　尾道市子ども会育成連合協議会
　（☎0848-37-6080）

８月21日㈯
　 22日㈰
28日㈯

　 29日㈰
９月４日㈯

５日㈰
　12日㈰

尾道地域企業合同求人説明会
尾三地区高体連バスケットボールテーブルオフィシャル講習会
尾道瑠璃ライオンズクラブ杯中学生卓球大会
ジュニア陸上教室兼記録会、28日
第16回中国・四国中学校選抜ソフトテニス大会予選会団体、9月11日・12日
第６回三原市長旗争奪少年野球中四国大会
平成22年度尾道市スポーツフェスティバル総合開会式
及び第38回市民女子バレーボール大会
高円宮杯第22回全日本ユース選手権U-15、29日、９月４日
栗原平木山少年野球クラブ親善野球大会
平成22年度全日本社会人県予選全日本選手権マスターズの部県予選卓球
びんごソフトテニススポーツ少年団交歓会
栗北フレンズ親善野球大会／プログレスリーグ
第44回全日本競技ダンス尾道大会
第27回広島医療メイト杯／浮城ベースボールクラブ
第13回びんご地区社会人リーグ、９月５日
尾三地区高校新人戦陸上競技の部～５日
尾三地区高等学校ソフトテニス秋季選手権大会兼
広島県高等学校ソフトテニス新人選手権大会予選会～５日
日弁野球Dブロック準決勝
第９回尾道市PTA連合会親睦ソフトバレーボール大会
2010年度尾道シニア卒団式
広島県社会人サッカーリーグ２部
第27回中国地区小学生バドミントン選手権大会広島県予選
平成22年度秋季広島県高等学校野球大会～12日
第27回広島県ビーチバレー大会 
スポーツダンス交流大会
広島県社会人リーグサッカー１部リーグ

8月18日㈬
 　19日㈭

21日㈯ 

22日㈰

 　

28日㈯
 

29日㈰
 

９月４日㈯

 ５日㈰

11日㈯

12日㈰

全国選抜卓球大会尾三地区予選会
平成22年度尾道市スポーツフェスティバル第30回市民男子バレーボール大会
広島県役員親善バレーボール大会
2010尾道ジュニアバレーボール練習試合、９月11日
平成22年度高体連尾三地区新人バドミントン競技大会
ダンスパーティー（２件）
県民大会尾道市予選会
第２回尾道９人制女子バレーボール大会

第10回記念大会
瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ

　市内全域から子ども会チームが参加し、男子はソ
第29回尾道市子ども会球技大会第29回尾道市子ども会球技大会

日時　10月３日㈰９：30～（受付９：00～９：20）
場所　びんご運動公園健康スポーツセンター
競技部門　女子の部、男子の部、男女混合の部
申込方法　9月11日㈯までに、長者原スポーツセン
ター等にある所定の申込書を提出（必着）
参加料　１チーム 2,000円（代表者会議にて徴収）
申込・問い合わせ先　尾道市体育協会事務局
　（スポーツ振興課内　☎0848-40-0310）

平成22年度尾道市スポーツフェスティバル
第６回市民ビーチボールバレー大会出場者募集
日時 10月３日㈰９：30～（受付９：00～９：20）

平成22年度尾道市スポーツフェスティバル
第６回市民ビーチボールバレー大会出場者募集
平成22年度尾道市スポーツフェスティバル
第６回市民ビーチボールバレー大会出場者募集

日時　８月19日㈭からの月・木曜19：00～
　　　（計８回、雨天順延）
場所　長者原テニスコート
対象　初心者・初級者（50人）
受講料　5,000円（８回分）
申込方法　長者原スポーツセンターにある申込用紙を提出
問い合わせ先　尾道市テニス協会事務局
　（☎080-3894-4408）

尾道市テニス教室秋季受講生募集
日時　８月19日㈭からの月・木曜19：00
尾道市テニス教室秋季受講生募集尾道市テニス教室秋季受講生募集

①ジュニア（小学生）の部
日時　９月７日からの火曜　17：50～19：00
②一般の部
日時　９月６日からの月曜　10：00～12：00
場所　びんご運動公園メインアリーナ
受講料　一カ月 2,500円
申込・問い合わせ先　尾道市バドミントン協会事務局
　（中村　☎090-7975-6093）

尾道市バドミントン協会秋季受講生募集
①ジュニア（小学生）の部
尾道市バドミントン協会秋季受講生募集尾道市バドミントン協会秋季受講生募集

10月に野外映画「カールじいさんの空飛ぶ家」開催決定！
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　７月２日、南小学校と原田
小学校が互いの自然環境を理
解するためにそれぞれの地域
を訪れて体験を行う環境学習
事業「しまなみ自然学校」が、
瀬戸田サンセットビーチで行
われ、漁業体験や魚のさばき
方などを体験しました。

お互いの環境を
体験しよう

　７月８日、中国重慶市から人和街小学校
の児童11人が来尾し、長江小学校の子ども
たちと千光寺の観光や、けん玉や折り紙な
どの遊びを通して交流しました。

中国の子どもたちと交流

　７月24日、尾道マリン・ユース・センター
で海の学校講座「マリンスポーツフェステ
ィバル イン 尾道」が行われ、カヌーやバナ
ナボートなどを体験しました。

マリンスポーツを体験

　7月23日、しまなみ交流館で
「てっぱん談義」が行われ、お
好み焼きを食べながら、賑や
かにまちづくりについて話を
しました。（30頁に関連記事）

てっぱん焼きを食べて

　７月24日・25日、因島市民会
館等で「本因坊秀策囲碁まつ
り」が行われ、プロ・アマが戦う
本因坊秀策杯や棋力別で対局
するクラス別競技大会が行わ
れました。

本因坊生誕の地で
囲碁まつり

　７月28日～31日に市立美術
館でスズキコージさんによる
ライブペインティングが行わ
れました。８月22日まで特別展
「スズキコージの祝祭画展」が
行われており、この作品も見る
ことができます。

迫力の
ライブペインティング

気合いが入った神輿の三体廻し
7／10「祇園祭」

大きな神輿を担いで練り歩き
7／18「津部田住吉祭」

神輿を担いで階段を昇り降り
7／18「天神祭」

尾道の夏まつり
　７月、市内各地で夏まつりが行
われました。（２頁に関連記事）



21広報おのみち・平成22年８月

Inf
ormation

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

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　９月13日㈪～17日㈮
　８：30～12：00、13：00～17：00
※郵送の場合は、９月17日㈮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　９月13日㈪～17日㈮
　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、９月24日㈮必着）
　　契約管財課契約係（☎0848-25-7282）

旧軍人・軍属、遺族等相談会

　旧軍人等恩給受給資格の有無、疾病
恩給手続き、戦没者の遺族への援護措
置などに関する相談会を開催します。
日時　９月８日㈬10：00～15：00
場所　広島県尾道庁舎２階第２会
議室（古浜町26-12）
日時　９月17日㈮10：00～15：00
場所　広島県福山庁舎第３庁舎８階381
会議室（福山市三吉町一丁目１-１）
※県庁社会援護課の援護・恩給相談
コーナーでは、随時相談を受け付
けています。（土・日・祝日を除く）
　広島県社会援護課（☎082-513-3036）

通貨・証券を返還します

　税関では終戦後、海外から引き揚
げられてこられた皆さんからお預
かりしている通貨・証券などを返還
しています。
　心当たりのある人は、税関にお問
い合わせください。（家族でも可）
　福山税関支署尾道糸崎出張所
　（☎0848-23-2792）

さらに利用しやすくなりました！
勤労者の暮らしを応援する
中国労働金庫の自治体提携ローン

　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。７月
から融資限度額と返済期間を拡充し
ましたので、ぜひご利用ください。
　取扱は、尾道支店、府中支店およ
び因島相談センターで行っていま

す。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500万円②生活支援資金
については200万円
返済期間　最長10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）

「尾道灯りまつり」
運営サポーター募集

　ぼんぼりの設置や点灯、撤去など
にご協力いただく運営サポーター
を募集します。
日時　10月９日㈯16：30～21：30
※設置・点灯16：30～18：00、消灯・撤
去20：30～21：30
場所　灯りまつり開催場所（詳しく
は実施日までに連絡します。）
申込方法　９月30日㈭までに「住所、
名前、年齢、電話番号、ＦＡＸ番号、
参加希望日時」を電話等で申込（16
歳未満の人は、要保護者同伴）
　　尾道灯りまつり実行委員会
　（観光課内　☎0848-25-7184
　　0848-25-7293）
kanko@city.onomichi.hiroshima.jp

■灯りまつり
　お寺の参道・境内や尾道駅前緑地帯
などを市内小中学生たちの祈りや願
いを描いたぼんぼりが照らします。
日時　10月９日㈯18：00～21：00
場所　尾道三山の古寺、尾道駅前緑
地帯、しまなみ交流館前、市立美
術館、尾道商業会議所記念館、ゆ
とりの広場、向島兼吉地区ほか
※各寺の寺宝を公開する「寺宝展」
も開催予定です。

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）

気合いが入った神輿の三体廻し

神輿を担いで階段を昇り降り

募　集
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