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催　し
「しまなみガイドせとだ」会員募集

　旅人に、島の「歴史・文化・風俗」のこと
を、もっともっと知ってもらいませんか。
　「しまなみガイドせとだ」は、瀬戸
田町に訪れる皆さんに、案内を行っ
ているグループです。どなたでも気
軽にお申し込みください。
案内範囲　瀬戸田町周辺（耕三寺・
向上寺周辺）
研修会　第１火曜　14：00～15：00
　　尾道観光協会瀬戸田観光案内所
　（☎0845-27-0051）

第５回手づくり
「尾道門前市」出店者募集

日時　10月31日㈰10：00～16：00
場所　妙宣寺（雨天時は大広間）
内容　ハンドメイドの小物（手芸・
雑貨・菓子など）の展示・販売市
※手づくりの主旨に合わない場合
は出店をお断りします。
出店料　１ブース（間口約１ｍ×２ｍ）
1,000円（先着60ブース。駐車場代込）
※その他、とうふるーと（ちくわ笛）による
演奏、上下町天領花乱舞披露、地元
ミュージシャンの演奏などがあります。

　　尾道観光協会（☎0848-37-9736）

公の施設の指定管理者募集

対象施設　新尾道駅北駐車場、新尾
道駅北第二駐車場、新尾道駅南駐
車場、東尾道駅前駐車場
※４施設の指定管理者は同一事業
者とし、一括して決定します。
管理期間　平成23年度から５年間
募集要項配布期間
　８月31日㈫～９月21日㈫
受付期間　９月２日㈭～28日㈫
※配布・受付とも８：30～17：15（土・
日・祝日を除く）
■指定管理者制度とは：公の施設
を、より効果的・効率的に管理運
営するために創設された制度で
あり、民間の能力を活用しつつ、
住民サービスの向上および経費
削減等を図ることを目的として、
尾道市では平成18年度より導入
しています。　
　　総務課（☎0848-25-7332）

吹奏楽講座「音を楽しむワーク
ショップ」受講者募集

　ねむっている楽器を活用したい、
楽器は持っていないけどやってみ
たい皆さん、ぜひご参加ください。
初心者歓迎です。
日時　９月～平成23年３月の第２・
４火曜　19：00～20：30（計12回）
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）
講師　松原 克之さん
講師補助　尾道市吹奏楽団員
対象　市内在住または通勤してい
る一般社会人
定員　30人（申込多数の場合抽選）
使用楽器　吹奏楽で使用する楽器
で、受講者の持込またはレンタル
（有料）の斡旋
※受講無料ですが、譜面台（2,000円
～3,000円）の購入が必要
申込方法　８月24日㈫までに、往復
はがきの往信欄に①吹奏楽講座
②「楽器持込」または「レンタル希
望」③楽器名④住所⑤名前⑥電話
番号⑦年齢」、返信欄に「申込者の
宛名」を記入し郵送（Ｅメール・
FAXも可）
　　〒722 -8510　尾道市向島町
5531-１　尾道市民センターむか
いしま内　中央公民館
　（☎0848-44-0683　0848-44-2569）
kominkan@city.onomichi.hiroshima.jp

夏休みこども模写体験講座
よく見て描こう！
～こども「模写」体験～

日時　８月21日㈯・22日㈰
　10：00～15：30
場所　平山郁夫美術館研修室
対象　小学生（要保護者同伴）
内容　模写の体験（展示室の平山郁
夫作品の中から、描きたい作品を
探してそっくりに描き、色をぬっ
て、最後にみんなの作品を見なが
ら講評を行います。）
講師　成瀬 智美（平山郁夫美術館学芸員）
定員　各日先着20人

持参物　水彩画用具（水彩絵の具、
筆、筆洗、パレット、雑巾）、鉛筆、
消しゴム、色鉛筆など
申込方法　８月20日㈮までに電話で申込
※入館料・参加費無料（保護者は一
人入館無料）
※参加の小学生は昼食あり（昼食代
不要）
※汚れても良い格好で来てください。
紙と画板は美術館で配布します。

　　平山郁夫美術館
　（☎0845-27-3800）

平山郁夫美術館の催し

■第３回オアシスほっとサロン
　「平山郁夫の青年時代」
日時　８月30日㈪19：00～20：00
講師　別府 一道（平山郁夫美術館学芸員）予定
参加費　1,000円（入館料・喫茶室の飲物付）
■平山郁夫美術館館外セミナー
　平山郁夫シルクロードスケッチ
紀行【第２回】（４回シリーズ）
日時　９月５日㈰13：30～15：00
場所　向島公民館研修室
演題　カラコルム・ハイウェイを行く
講師　松崎　哲（平山美術館研究員）
対象　一般　参加費　200円
　平山郁夫美術館（☎0845-27-3800）

市立美術館の催し

■当館学芸員による列品解説
日時　８月29日㈰、９月26日㈰
　　　14：00～14：30
対象　一般（申込不要。観覧料必要）
■特別講演会（展覧会にちなんだ講演会）
日時　８月28日㈯14：00～15：00
演題　青森県立美術館～その建築
とコレクションについて
講師　工藤健志さん（青森県立美術館学芸員）
対象　一般（申込不要。観覧料必要）
■ミニ・ワークショップ「2000年
後のおみくじをつくろう！」
　平成20年に「青森県立美術館 アー
トイン三内丸山遺跡プロジェクト」を
行ったアーティスト柴川敏之さん（就
実短期大学准教授）が、2000年後の世
界がどうなっているかをみんなで占
うワークショップです。身近なものの
拓本をローラーで取り、くじでひいた
色を使って裏彩色をします。

催　し
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催　し
日時　８月29日～10月17日の日曜
14：00～16：00（約10分で完成！時
間内いつでも参加可）
対象　どなたでも（申込不要）
※初回の８月29日㈰は、柴川敏之さ
んが美術館にやってきて一緒に
おみくじをします。
■わいわい がやがや おしゃべり鑑賞会
　参加者には「こども学芸員シー
ル」を発行します！
日時　９月12日㈰、10月10日㈰
　　　14：00～15：00
対象　中学生以下
　（申込不要。付添一人入館無料）
　市立美術館（☎0848-23-2281）

第６回尾道文学談話会

　木山捷平（1904～1968）の「尋三の
春」を取り上げてお話しします。「尋
三の春」は著者の出身地である岡山
県笠岡市を舞台にした作品です。
日時　９月２日㈭18：30～20：00
場所　尾道白樺美術館［尾道大学］
講師　寺杣 雅人（尾道大学芸術文化学部教授）
定員　15人
申込期限　８月30日㈪
　　尾道白樺美術館［尾道大学］
　（☎0848-20-7831／火・水曜休館）

第62回広島県美術展尾道巡回展

期間　９月22日㈬～26日㈰
時間　９：00～17：00（入館は16：30まで）
場所　因島市民会館
内容　絵画系・彫塑系・工芸系・書系・
写真系・デザイン系の入賞作品お
よび尾道市関係の入選作品を展示
　文化振興課（☎0848-25-7366）
　因島市民会館（☎0845-22-6565）

第28回尾道市文化協会総合文化祭

■前期　９月23日㈷～26日㈰
内容　写真、華道、彫刻、書（漢字・仮
名）ほか
■後期　９月30日㈭～10月３日㈰
内容　日本画、洋画、石、陶芸、文芸ほか
【共通事項】
時間　10：00～17：00（入館は16：30まで）
場所　公会堂別館
内容　尾道市文化協会員による美

術作品等展示
　尾道市文化協会（☎0848-25-7366）

アンネ・フランクとホロコースト展

　ナチス・ドイツによって引き起こさ
れた、ホロコーストの歴史とアンネ・
フランクの生涯について紹介します。
（ホロコースト記念館貸出提供）
　平和の尊さと命の大切さについ
て考えてみてください。
期間　開催中、９月30日㈭まで
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）

中央図書館の催し

■読書感想文の募集
　中央図書館では、読書週間（10月
27日～11月９日）にちなみ、読書感
想文を募集しています。
応募資格　小学生以上で、市内在住
または通勤・通学している人
応募規定　○400字詰原稿用紙５枚
以上７枚以内（パソコンを使用す
る場合、20字×100行以上140行以
内、縦書）○自分自身が感じたこ
と、考えたことをまとめたもの
で、未発表のもの○作品のはじめ
に標題を記入して、最後の部分に
読んだ本の書名・著者名・発行所
名を書いてください。また、別紙
に住所・名前（ふりがな）・年齢・電
話番号を記入し、添付してくださ
い。○応募作品は返却しません。
○入選作品の版権は、尾道市立中央
図書館に帰属するものとします。
※応募規定以外の作品は、選考の対象
外となりますのでご注意ください。
※小・中学生については別に定めます。
応募期限　９月20日㈷
発表・表彰　11月３日㈷予定
【一般の部】１席：１編、２席：２編、
３席：３編、佳作：５編

【小・中学生の部】各学年ごとに、１
席：１編、２席：１編、３席：１編
※入賞者には、賞状と図書券を贈呈
します。

■夏休み映画鑑賞会
　（国民読書年記念イベント）
日時　８月22日㈰13：00～15：00
場所　中央図書館視聴覚ホール
内容　ディズニー映画「ファンタジ
ア」の上映（バッハやチャイコフ
スキー、ベートーヴェンなどの世
界的に有名なクラシック音楽と
ともに、ミッキーをはじめ、妖精・
天使・ユニコーン・ケンタロウス・
悪魔などが繰り広げる幻想的な
世界が広がっていきます。）
　　〒722-0043　尾道市東久保町４-１
　中央図書館（☎0848-37-4946）

瀬戸田図書館の催し

①はら みちを詩画展
期間　開催中、８月22日㈰まで
②写真展
　「私が出会ったアフリカの人たち」
　長年に渡ってアフリカに学校を建
設する事業に協力している、石原美
智子さん（原田町）が出会った人や土
地の風景などの写真展をします。
期間　８月25日㈬～９月19日㈰
※①②とも10：00～18：00
　（月・火・祝日休館）
③エコバッグ作り教室　
　新聞紙５枚で丈夫なバッグ作り
に挑戦しませんか。
日時　８月29日㈰13：30～
場所　瀬戸田市民会館多目的ホール
定員　先着30人
■開館時間の延長
　瀬戸田図書館の開館時間を、７月
21日㈬～平成23年３月31日㈭まで
試行期間として、10：00～18：00まで
１時間延長します。
　瀬戸田図書館（☎0845-27-1877）

2010広島県障害者ふれあいランド

期間　９月11日㈯・12日㈰
場所　フジグラン東広島
　　　（東広島市西条町御薗宇4405）
内容　障害のある人が製作した手
工芸品や文化・芸術作品の展示・
即売など
　広島県障害者支援課
　（☎082-513-3162）
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おのみち文学の館「文学記念室」
山下陸奥特別展

期間　８月21日㈯～９月20日㈷
時間　９：00～18：00（入館は17：30まで）
内容　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）

おのみち歴史博物館特別展
知られざる尾道仏教美術̶御調編

期間　開催中、９月12日㈰まで
時間　10：00～18：00（入館は17：30まで）
※会期中無休
入館料　一般200円（中学生以下は
無料）、共通500円（おのみち映画
資料館も観覧可）
　文化振興課（☎0848-25-7312）

尾道ふれあいの里イベント

■第２回尾道焼きコンテスト
日時　９月５日㈰受付12：00～
参加費　１チーム（３人以下）500円
定員　20チーム
※調理時間120分。優勝チームには
宿泊ペア券
■第７回ウォーキング大会
日時　９月５日㈰受付９：30～
参加費　500円
　　尾道ふれあいの里（☎0848-77-0177）

プリザーブドフラワー体験教室

日時　①９月12日㈰
　　　②９月13日㈪
　　　10：00～12：00
場所　因島フラワーセンター研修室
対象　小学校高学年～一般（低学年
は保護者同伴であれば可）
講師　箱﨑 千恵さん
定員　各回先着15人
参加費　3,500円（入園料・材料費込・
茶菓子付）
持参物　クラフト鋏（あれば）
申込期限　８月31日㈫
　　因島フラワーセンター
　（☎・　0845-25-1187）

尾道勤労青少年ホーム
あなたもキャリアアップしてみませんか！
秘書検定講座

　春の３級講座に続き、今回は２級
を目指した講座です。初めての人も
歓迎です。
期間　９月14日㈫・28日㈫
     　 10月12日㈫・26日㈫
時間　19：00～21：00（全４回）
対象　市内在住または勤務先のある
15歳～35歳未満の人（学生は除く）
講師　新祖 美智恵さん
　（新祖ビジネスマナー塾）
※３級受験の合格率100％（春の実績）
定員　20人（定員になり次第締切）
内容　秘書の資質（身だしなみ、心
構え、気配り）、職務知識・技能（ス
ケジュール管理、会議、書類管
理）、マナー・接遇（来客応対、電話
応対、冠婚葬祭）、ビジネス文書
（社内文書、社外文書、メール）、ビ
ジネスでのお悩みＱ＆Ａ
※受講終了後、希望者のみ検定試験
２級を受けることができます。（有料）
※受講無料ですが、新規会員の人は登
録料700円。別途教材費2,625円が必要
申込期限　９月６日㈪
　　尾道勤労青少年ホーム
　（☎0848-22-5396／13：00～21：00）

因島勤労青少年ホーム

■バーべキュー交流会 
日時　９月４日㈯18：30～21：00
場所　因島勤労青少年ホーム駐車場
参加費　1,000円（利連協未登録者別途500円）
定員　40人
対象　市内在住または勤務先のあ
る35歳未満の青少年
申込期限　８月24日㈫
■教室
①パワーヨガ教室
期間　８月30日㈪～10月４日㈪
時間　19：30～21：30（全５回）
講師　金谷　諭さん
②韓国語教室（中級コース）
期間　９月２日㈭～11月11日㈭
時間　19：00～21：00（全10回）
講師　田中 恵淑さん
【①②共通事項】
定員　15人

対象　市内在住または勤務先のあ
る35歳未満の青少年
※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）

シルバー剪定講習会

　国の雇用対策の一環として、高齢
者を対象に講習を実施して、就職・
就業を支援する事業です。
日時　８月30日㈪～９月３日㈮の
５日間　９：00～16：00（雨天順延）
場所　市内の緑地等
対象　原則60歳代前半層で働く意
欲のある人（一度受講した人は受
講できません。）
定員　20人　申込期限　８月20日㈮
　　㈳尾道市シルバー人材センター　
　　（☎0848-20-7700）

消防設備士講習

　消防法第17条の10に基づく工事
整備対象設備等の工事または整備
に関する講習が実施されます。
　消防設備士免状の交付を受けて
いる人は、次の期間内にこの講習を
受講しなければなりません。
①免状の交付を受けた日から２年以内
②前回の講習を受けた日から５年以内
講習日　10月19日㈫～
場所　広島市または福山市
受講申請書等の配布場所
　消防局予防課、尾道・因島・西消防
署、向島・北・御調・瀬戸田分署、因
北出張所
※各署が業務のため不在のときは予防課
へ（８：30～17：15／土・日・祝日を除く）

申込期限　８月31日㈫
※消防本部（署）では受付できません。
　　㈶広島県消防設備管理協会
　　（☎082-243-2002）

お詫びと訂正
　広報おのみち７月号24頁「国際理
解講座」の講師の肩書きに誤りがあ
りました。お詫びして訂正します。
【誤】河原功さん（JICAシニアボラ

ンティア経験者）
【正】河原功さん（JICA青年海外協

力隊経験者）
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なし

各20組

先着10人

20組

20組

20組

10組

10組

なし

8／20～

8／23～

8／27～

不要

食の安全
～家族の為にできること～

９／６㈪
10：00～11：30

９／８㈬
10：00～10：30

ベビータッチケア

作って食べよう！
～朝ご飯編～

９／３㈮
10：00～11：30

０歳～未就園のお子さんと保護者。 食の安心・安全・「食育」な
ど正しい情報を分かりやすく学べます。（例）コンビニおにぎり
とママのおにぎりの違い等。講師：山崎高広さん（管理食養士）
平成22年４～６月生まれの赤ちゃんと保護者。バスタオル持
参。参加したママからは、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。
２歳以上のお子さんと保護者。ママと一緒に簡単朝
ご飯を作ろう！二人のエプロン・布巾・ラップ・材料
費持参。
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

９／10㈮
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
（保護者向け講座）

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

はいはいランド④
グループ（募集）

９／１（水）・29（水）概ね１歳以上10：00～11：00
９／27（月）概ね１歳未満10：00～11：00

９／28（火）、10/22（金）13：30～15：30
10／８（金）、11/12（金）10：00～12：00

９／８㈬10：00～11：30
（相談時間10：45～11：30）

９／８㈬９：30～11：30
９／17㈮14：00～16：00
９／21㈫13：30～15：30

９／21㈫10：00～11：30

９／22㈬10：00～12：00

子どもと大人の感情のバランスについて考えてみ
ませんか。（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。

概ね１歳～３歳の親子。「サラサラ、ネタネタ」の感触
を楽しみながら豆腐入りお月見だんごを作ります。

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。

８／19
必着

９／８
９：30～

９／１
９：30～

受付中

受付中

不要

受付中

９／２㈭・15㈬
９：30～11：00、11：00～12：30

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

音楽を介して子どもとママの心を紡いでみませんか。（３日
間の中から希望日を選んではがきを添えて直接センターへ
申込）※場所：衛生施設センター２階会議室（東尾道）

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（４
回連続で参加可能な親子・パパの参加も可）

※8／20（金）に開催予定の「ピクニック広場ｉｎ向島」は、都合により中止します。ご了承ください。

※９／17㈮は三所合同行事のためセンターは休みです。

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
尾道市南部地域包括支援センター
尾道市南部地域包括支援センター瀬戸田支所

（☎0845-24-1248）
（☎0845-27-3847）

その
4
　尾道市南部地域包括支援センターは、旧因島市と瀬戸田町をそれぞれ２つの事
業所で島単位で担当しています。因島を担当する南部地域包括支援センターは、因
島医師会病院の１階在宅ケアセンター内にあります。生口島を担当する南部地域
包括支援センター瀬戸田支所は、瀬戸田福祉保健センター内にあります。
　総勢９人の専門職で、医療・福祉・行政などの各関係機関と連携を図りながら高
齢者に関係するさまざまな相談に対応しています。
　因島・瀬戸田地区は入所施設はもちろんのこと、在宅サービス（訪問介護・デイサービスなど）の不足も深刻な
問題となっています。「介護保険を利用してヘルパーさんに来てもらいたいけど、来てくれるヘルパーさんがい
ない」「デイサービスに行きたいけど順番待ち」という相談も少なくありません。
　そこで地域包括支援センターは、地域の人が主体となって生活・介護をサポートしお互いを助け合えるような
システムを築いていきたいと考えています。また、できるだけ介護が必要にならないよう、介護予防の取り組み
（口腔ケア、運動機能向上、認知症予防など）も地域の人と一緒になって活動しています。
　気軽に声がかかるような身近な窓口を目指しています。いつでもご相談ください。
［担当地域］【南部地域包括支援センター】因島土生町、因島田熊町、因島三庄町、因島中庄町、因島大浜町、因島
鏡浦町、因島重井町、因島外浦町、因島椋浦町【瀬戸田支所】因島洲江町、因島原町、瀬戸田町
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みんなが輝くためにみんなが輝くために

語り継ごう　平和への願い
　̶私たちは、核兵器のすみやかな廃絶と、人が人と
して尊重される平和な世界を強く願っています̶
　昭和20（1945）年８月、広島・長崎に原子爆弾が投下
されて65回目の夏がやってきました。しかし、65年の
時が過ぎても、被爆者・戦争体験者の傷ついた体と心
の痛みは癒えることはありません。今もなお核兵器の
保有は続き、世界各地では、戦争・紛争による混乱、貧
困、人権侵害などが起きています。
　今年５月にニューヨークの国連本部で、核不拡散条
約 （NPT）再検討会議が開催され、秋葉広島市長、田上
長崎市長、長崎の被爆者谷口さんらが全世界に向け
て、核廃絶を訴えました。周辺では、被爆者・支援者団
体・賛同者等による様々な活動が行われ、多くの人々
の共感を得たことは、記憶に新しいことと思います。
　戦争は最大の人権侵害であり、核兵器使用は最悪の
選択です。唯一の被爆国の民として、私たちは原爆の
悲惨さを語り継ぎ、「核兵器は人道上許されない」とい
う理解と核兵器廃絶の意志を、一人でも多くの人と共

有できるよう、訴え続けることが重要です。
　まず、家族や友人など身近な人たちと戦争の愚かさ
や平和の尊さについて語り合ったり、改めて戦争体験
者の話を聞いたり、今一度平和について真剣に考え、
自分にできることから行動していきましょう。

原爆の詩
ちちをかえせ　ははをかえせ
としよりをかえせ
こどもをかえせ

わたしをかえせ　わたしにつながる
にんげんをかえせ

にんげんの　にんげんのよのあるかぎり
くずれぬへいわを
へいわをかえせ
（峠　三吉　原爆詩集「序」より）

〒722-0041 尾道市防地町26-24
人権推進課（☎0848-37-2631）

「みんなが輝くために」を読まれての皆さんの
感想やご意見をお寄せください。

140

●全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間
　広島法務局と広島県人権擁護委員連合会では、虐待や差別など、高齢者や障害者をめぐるさまざまな人権問題の把握・
解決のために人権相談所を常時開設しています。９月６日㈪～12日㈰は、相談時間を延長して電話相談に応じます。
●電話番号　082-228-5792　●相談時間　期間中は8：30～19：00に延長（土・日曜は10：00～17：00）

はじめてのキッズ・キッチン教室
瀬戸田会場参加者募集（２回連続の食育講座）
はじめてのキッズ・キッチン教室
瀬戸田会場参加者募集（２回連続の食育講座）
　地域の旬の食材を使って、料理を楽しみませんか。
日時　【１回目】９月５日㈰９：30～13：00
　　　【２回目】９月12日㈰９：30～13：00
場所　瀬戸田市民会館生活実習室ほか
内容　【１回目】「食べる意味を考えよう！」
　　　～メニュー：野菜たっぷりピザほか～
　　　【２回目】「郷土料理を作ろう！」
　　　～メニュー：わけぎハンバーグほか地域の食材
　　　を使った郷土料理～
対象　５～６歳児（就学前）とその保護者

定員　親子で先着15組
講師　有田 妙子さん（元安田女子大学家政学部准教授）
費用　一人300円
持参物　エプロン、三角巾、マスク
申込方法　８月30日㈪までに「①名前（保護者・子ども）②
住所③電話番号④子どもの年齢⑤アレルギーの有無」
を電話またはＦＡＸで申込（ＦＡＸは中央公民館宛と
明記してください。）
　　中央公民館（☎0848-44-0683　0848-44-2569）
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　平成23年４月採用予定の市職員採用試験（市看護
職員は別途実施）について、第一次試験の実施日を
10月17日㈰とし、９月６日㈪～22日㈬を募集期間と
することが決まりました。
　なお、募集職種、採用予定人員、受験資格（年齢
等）、試験日程および応募方法等、詳しくは９月１日
㈬に次の方法により発表する予定です。
●「試験案内・応募書類」の配布
　市役所本庁舎１階の総合案内・４階の職員課、
各支所など市機関の窓口で配布します。
●市ホームページへの情報掲載
　「試験案内・応募書類」をダウンロードできます。
●報道機関および関係機関への情報提供
　また、広報おのみち９月号（９月10日発行）に、募
集職種および採用予定人員等の詳細な情報を掲載
する予定ですので、ご確認ください。

【市看護職員採用試験】
　平成22年度市看護職員採用試験については、採用予定人
員数を充足するまで、７月（終了）・10月の２回実施します。
　受験資格（年齢等）、採用予定人員および試験日程等、
詳しくは「平成22年度尾道市看護職員採用試験案内」ま
たは市ホームページでご確認ください。
【市医療技術職員採用試験】
　平成22年度市医療技術職員採用試験については、左
記の職員採用試験に合わせて実施します。
　詳しくは市ホームページでご確認ください。

http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/shokuin/
　shokuinboshuvol1.html
　職員課（☎0848-25-7342）

おのみち生き活きセミナー受講生募集おのみち生き活きセミナー受講生募集

【共通事項】
対　　象　どなたでも受講可。②は初心者向け（小学生以下は保護者同伴）
申込方法　各開催日の５日前までに「郵便番号、住所、名前、電話番号、希望する講座名」を電話またはＦＡＸ、Ｅメールで申込
持  参  物　筆記用具、②はデジタルカメラ、インスタントカメラ、カメラ付き携帯電話等種類は問いませんが、カメラを
写真の撮れる状態でご持参ください。（②に参加した人は作品の講評等を行いますので③にもご参加ください。）
　　おのみち生き活きセミナー実行委員会事務局（生涯学習課内　☎0848-20-7444　0848-37-3004）
　shogai@city.onomichi.hiroshima.jp

日　時

①９月27日㈪　
　19：00～20：30

②10月17日㈰
　 ９：00～12：00

③10月29日㈮
　19：00～20：30

しまなみ交流館
市民ギャラリー 聴こう～音楽と映像によるてっぱん秘話～

見よう～てっぱんロケ地めぐり撮影会～

語ろう～“おのみち”が結ぶ新たな出会い～

中元 紀子さん（写真家）
先着15人

島谷豊幸（てっぱん主幹）
近藤　正さん（尾道東高校吹奏楽部顧問）
尾道東高校吹奏楽部ほか

中元 紀子さん（写真家）
アップルティー（女性コーラス）ほか

しまなみ交流館
～てっぱんロケ地

しまなみ交流館
市民ギャラリー

場　所 内　容 講師・定員

～始めよう自分探し！第一歩は学びから～今年度のテーマは「おのみち再発見」

尾道市職員採用試験

年４月採用予定の市職員採用試験（市看護 【市看護職員採用試験】

尾道市職員採用試験尾道市職員採用試験
第一次試験は10月17日㈰に実施、募集期間は９月６日㈪～22日㈬

募集職種等の詳細は９月１日㈬に発表予定
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ふれあい合同面接会
（障害者就職合同面接会）

　障害者の雇用を促進するため、ふ
れあい合同面接会を開催します。
日時　９月17日㈮13：00～16：00
場所　福山ニューキャッスルホテル
３階光耀（福山市三之丸町8-16）
　ハローワーク尾道求人・専門相談部門
　（☎0848-23-8609　0848-23-2002）

就職先が決まらないまま卒業
した人への支援制度

◆新卒者体験雇用事業
　卒業後も就職活動を継続中の新規
学卒者を対象に、１～３カ月の体験的
な雇用を通じて、希望職種の選択肢を
広げていただくとともに、職種や職場
の理解を深め、その後に正社員に移行
することをねらいとするものです。
（※当事業は平成22年度限りの措置です。）
◇体験雇用期間中は、有期雇用契約
を締結します。
◇体験雇用期間中も「労働者」ですの
で、労働基準法等の労働関係法令
が適用され、事業から賃金が支払
われます。
◇「体験雇用実施計画書」であらかじ
め定めた「正規雇用に移行するた
めの要件」を満たせば、正規雇用に
移行することとなりますが、事業
所の求める要件に達しなかった場
合など、正規雇用に移行できない
場合もあります。
　ハローワーク尾道（☎0848-23-8609）

離職者訓練生募集

①オフィス＆Ｗｅｂマスター科
訓練期間
　９月15日㈬～平成23年１月14日㈮

定員　15人
申込期限　８月25日㈬
選考日　８月31日㈫10：00
②医療事務科
訓練期間
　10月13日㈬～平成23年２月10日㈭
定員　20人
申込期間　８月23日㈪～９月22日㈬
選考日　９月28日㈫10：00
対象　再就職を目指している職業能
力形成機会に恵まれなかった人
（原則訓練対象コースにおいて過
去５年以内に概ね３年以上継続し
て常用雇用されたことがない人）
※希望者はハローワークでキャリア
コンサルタントの相談を受け、
ジョブカードの交付を受けてくだ
さい。（予約制）
教科書代等　15,000円程度
　ポリテクカレッジ福山内キャリア
形成支援コーナー（☎084-923-5540）

福山高等技術専門校
在職者訓練生募集

①第１種電気工事士学科講習
期間　９月18日㈯・25日㈯
対象　第1種電気工事士学科講習を
受験する人
定員　20人
受講料　5,200円（テキストは含まない）
②介護福祉士受験（筆記試験）対策講習
期間　９月26日㈰、10月17日㈰、
　11月7日㈰、12月5日㈰の４日間
対象　介護福祉士国家試験を受験する人
定員　20人
受講料　9,600円（テキストは含まない）
　福山高等技術専門校
　（☎084-951-0260）

「特別雇用対策相談室」開設中

　市内中小企業事業主を対象に、各
種雇用に関する助成金等を申請する
際の手続きの仕方や雇用に関する相
談を受け付けます。気軽にご相談く
ださい。（要申込）
日時　水曜　９：00～16：00
　※12：00～13：00および祝日を除く
場所　尾道商工会議所３階
対応　社会保険労務士
　　尾道商工会議所
　（☎0848-22-2165）

農商工連携セミナー

日時　８月27日（金）18：30～
場所　福山市神辺文化会館
　（神辺町川北1155-１）
テーマ　過疎の町、どん底からの再生
～“そうだ、葉っぱを売ろう！”～
講師　横石 知二さん
　（㈱いろどり代表取締役社長）
定員　先着100人
　　広島県商工会連合会東部支所
　（☎084-960-3107）

就職・就業～相談・セミナーなど



29広報おのみち・平成22年８月

尾道地域企業合同求人説明会
～福祉の職場説明会（尾道会場）も同時開催～
尾道地域企業合同求人説明会
～福祉の職場説明会（尾道会場）も同時開催～

◆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）

８月25日㈬
10：00～15：00

開催日時など
詳しくはお問い
合わせください。

　尾道地域での就職を希望する人は、ぜひご参加ください。
日時　８月18日㈬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）

※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］）
内容　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（申込不要）
申込方法　就職希望者は不要
※参加予定事業所名を協議会ホームページにて公開。
　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/

12：00
12：20
13：00

12：15
12：35
13：15

12：22
12：42
13：22

国勢調査情報国勢調査情報
10月１日は、国勢調査の日です

　国勢調査は、日本に住んでいるすべての人を対象と
する国の最も重要な統計調査で、国内の人口や世帯の
実態を明らかにするために５年ごとに行われます。
　9月下旬から調査員が調査票の記入のお願いに伺い
ますので、調査へのご協力をよろしくお願いします。
調査方法が大きく変わります
　平成22年国勢調査では、できるだけ回答しやすく提
出しやすい調査とするために、新たな調査の方式が導
入されます。
○封入提出方式の全面導入
　調査にご協力いただく世帯のプライバシーに配慮し
て、調査員に調査票を提出する場合でも、調査票は封
筒に封入して提出するようになります。調査員が調査
票の内容を確認することはありません。

○郵送提出方式の導入
　日中不在がちな世帯でも円滑に調査票を提出できる
よう、調査員への提出のほかに、郵送による提出もで
きるようになりました。（返信用封筒をお渡しします。
郵便代は不要です。）
　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）

尾道駅（５番のりば） 新尾道駅（１番のりば） びんご運動公園

国勢調査のイメージキャラクター
「センサスくん」です。
　よろしくお願いします！
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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㈰まで
■特別展「圓鍔勝三・元規親子展」　◇９月７日㈫～12月19日㈰
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㈰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㈰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 
◇開催中、９月17日㈮まで
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　◇８月22日㈰13：30～

(☎0848-20-7831）

■松本寛治展̶木のしごと̶
◇８月28日㈯～９月27日㈪　観覧料　無料
●松本寛治氏によるアーティストトーク◇９月11日㈯15：00～

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）
■囲碁殿堂展　◇開催中
■「幽玄の間」再現展示中
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）

■青森県立美術館コレクション展　Idol 3　棟方志功＋成田亨＋奈良美智
◇８月28日㈯～10月17日㈰
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 親子講座－映画上映－

日にち　９月25日㈯
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（８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

© 2010『てぃだかんかん』製作委員会

てぃだかんかん

おのみち市民大学　まちづくり講座

てっぱん談義②てっぱん談義②

　気軽なまちづくり座談会「てっぱん談義」の第２弾です。
　今回のテーマは観光。尾道の懐かしさを感じる街並
み、人の優しさやあたたかさ。これからの観光のあり方
を考えたときに本当に大切なものは何か、一緒に考えま
す。今回は、特別ゲストに女性コーラスユニット・アップ
ルティーの皆さんをお迎えします。歌声を聴いた後は、
２種類のおやきの試食もあります。気軽にまちづくり談
義しませんか。
日　時　９月４日㈯10：00～11：30
場　所　尾道市民センターむかいしま芝生広場
司　会　加藤 慈然さん（尾道観光協会理事）
講　師　豊田 雅子さん（ＮＰＯ法人・尾道空き家再生プロジェクト代表）
　　　　和田 美幸さん（因島土生商店街振興組合女性部副会長）
　　　　平谷 祐宏（尾道市長）
特別ゲスト　アップルティー（女性コーラスユニット）
対　象　どなたでも（事前申込不要）
　生涯学習課生涯学習係（☎0848-20-7444）

瀬戸内の十字路　尾道　
～いつか来たまち、また来たいと思えるまちへ～
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【期間】　８月13日㈮・14日㈯・15日㈰・21日㈯・28日㈯
【時間】　９：00～19：00（その他の日は17：15まで）
　観光課（☎0848-25-7185）
　千光寺山ロープウェイ事務所（☎0848-22-4900）

　中央図書館、みつぎ子ども図書館、因島図書館、瀬戸田図書館、向島子ど
も図書館では、７月から毎月月末の館内整理日を廃止して開館しています
ので、ご利用ください。
　中央図書館（☎0848-37-4946）

尾道市内の交通事故（７月29日現在） ９月の交通事故統計情報

平成22年
件数
354
348

3
3

425
422

死者 負傷者

昨　　年

県下一斉警戒日 10日㈮
11日㈯

（尾道・因島警察署管内）

東部ブロック警戒日

飲酒運転 叱る友こそ 真の友

９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
８日（水）
21日（火）
27日（月）
28日（火）

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
２日（木）
10日（金）
13日（月）

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８月17日から。先着順）
１日（水）
３日（金）
６日（月）

向島支所
御調支所
尾道市役所

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
14日（火）
15日（水）
16日（木）
21日（火）

向島支所
因島総合支所
御調支所
尾道市役所

表紙は、尾道大学生がデザインしています。

尾道の夏といえば花火ですよね。 
でも毎年、住吉花火の日は、実家の手伝いで
「かき氷」を売りさばく壮絶な一日と化します。 
たまには何も考えずに、ゆっくり花火を眺めた
いです。

尾道大学美術学科
デザインコース４年
岡 本 晴 夏

納期限＝８/31㈫
今月の納税等

市県民税
国民健康保険料
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）
◇９月９日㈭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）

図書館の館内整理日を廃止しました

千光寺山ロープウェイ延長運転
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