☎ 電話

おのみち文学の館「文学記念室」
高垣眸特別展
期間 開催中、４月10日㈰まで
時間 ３月／９：00〜17：00（入館は16：30まで）
４月／９：00〜18：00（入館は17：30まで）
内容 直筆原稿や遺品等ゆかりの
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）

おのみち映画資料館特別展
尾道ロケの魅力〜松竹編
期間

開催中、４月11日㈪まで
（期間中無休）
時間 10：00〜18：00（入館は17：30まで）
内容 懐かしの尾道ロケ映画をス
チール写真や映像で振り返ります。
入場料 一般500円、中学生以下無料
■館内ミニシアター特別上映会
（期間中の土・日・祝日）
11：00〜「集金旅行」
14：00〜「神様のくれた赤ん坊」
おのみち映画資料館
（☎0848-37-8141）
文化財総合的把握モデル事業

文化財講座Ⅲ

日時 ３月18日㈮18：30〜20：00
場所 しまなみ交流館大会議室
演題 仏像を観る−大日如来の姿−
講師 濱田 宣さん（徳島文理大学
文学部教授）
文化振興課（☎0848-25-7367）

桜と春の花展
写友会の皆さんが全国で撮影さ
れた桜の写真を中心に、社会福祉法

22

広報おのみち・平成23年３月

ファックス

電子メール

ホームページ

人尾道のぞみ会の皆さんの春の花
の絵とともに展示します。
期間 ３月16日㈬〜４月22日㈮
時間 ８：30〜17：15（土・日・祝日は除く）
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）

瀬戸田図書館の催し
■似顔絵の宮地・作品展パートⅡ
地元・御寺出身の似顔絵画家とし
て、昨年故郷での初めての個展を開
催してくれた宮地さんが、再び帰っ
てきます。
期間 開催中、４月２日㈯まで
時間 10：00〜18：00（月・火・祝日休館）
瀬戸田図書館（☎0845-27-1877）

「法テラスの日」
県下一斉無料法律相談会
日本司法支援センター（愛称法テ
ラス）は、民事法律扶助制度を利用し
た、弁護士・司法書士による無料法律
相談会を実施します。
日時 ４月10日㈰13：00〜16：00
場所 総合福祉センター
定員 申込先着６人（要予約）
相談時間 １人30分
予約方法 ３月16日㈬から電話で予約
※収入等が一定額以下の人が対象となり
ます。相談内容は民事、家事で、刑事事
件に関するものは対象となりません。
法テラス広島
（☎0503383-5485／平日９：00〜17：00）

表示登記・境界問題の無料相談会
日時 ４月３日㈰10：00〜12：00
場所 尾道絵のまち館
相談内容 土地（分筆、合筆、地目変

申込・応募先

問い合わせ先

更、地積更正等の各種登記および
境界問題）、建物（新築、増築、改
築、取毀等の各種登記）
広島県土地家屋調査士会尾道支部
（☎0848-44-6189）

講演会「もし、
ドラッカーがあな
たの会社を訪れたら」
日時 ３月24日㈭14：00〜
場所 因島商工会議所３階ホール
講師 長野修三さん
（㈱セントラル総合研修所代表取締役）
参加費 会員無料、非会員1,000円
定員 先着50人
因島商工会議所（☎0845-22-2211）

子育て支援者研修会

〜急増する子ども虐待にどう対応する〜
いくつかの事例の中から虐待が起
きる要因を探り、家族の絆について
一緒に考えます。
日時 ３月24日㈭13：30〜15：30
場所 総合福祉センター４階
講師 東山良子さん（ひろしま家庭
機能相談所）
対象 子育て支援者、子育てに関心
のある人
子供の家三美園（☎0848-48-0045）

広島県国際交流協会３月例会
日時 ３月20日㈰13：00〜16：00
内容 歌「雨に歩けば」、ディスカッ
ション「政府（地方政府をふくむ）が
人々に何をすべきかを問う」、講演
「日本の子供たちの潜在能力につい
て（講演者：カオル・コバヤシさん）」
松浦宅ラウンジ（☎0848-37-3518）
http://www.geocities.jp/matsuuras2000/

イベントに行こう
第3回尾道みなとオアシスフェア
日時 ３月27日㈰９：00〜14：00
※水産まつりは13：00まで。売り切
れの場合はご了承ください。
場所 尾道駅前港湾緑地帯
内容 水産まつり（尾道の新鮮な魚
介類の直売や親子で楽しめる各種
体験）、柑橘フェア（かんきつ類の
販売）、満点朝市（農産物の販売）、
飲食ブース（尾道グルメの屋台）
尾道みなとオアシスフェア実行委員会
（尾道観光協会内 ☎0848-37-9736）

瀬戸田港上屋落成祝賀イベント
〜瀬戸田のレモン＆SEA級グルメフェア〜
日時 ３月26日㈯10：00〜15：00
場所 瀬戸田港、しおまち商店街
内容 落成式、レモン等各種柑橘、
SEA級グルメ販売、海賊船クルー
ジング、レモン・ご当地クイズ、鼓
笛隊、ブラスバンド、太鼓演奏
瀬戸田支所しまおこし課
（☎0845-27-2210）

平成23年度
職

種

せとだ桜まつり
（耕三寺・シトラスパーク）
■耕三寺の桜を満喫
期間 ３月26日㈯〜４月10日㈰
場所 耕三寺・耕三寺博物館
（入館料必要）
内容 桜写真コンテスト、桜茶のお
振舞い、演奏会、桜しおりづくり、
桜クイズ（期日限定あり）
耕三寺博物館（☎0845-27-0800）
■シトラスパークで桜と食を満喫
日時 ４月３日㈰10：00〜15：00
場所 シトラスパーク瀬戸田
内容 レモン等各種柑橘、住民団体
による食の出店販売
瀬戸田支所しまおこし課
（☎0845-27-2210）

第37回ぼたん茶会
日時 ４月24日㈰９：00〜15：00
場所 慈観寺 ※薄茶席・点心席
茶券 1,700円（前売券1,500円）
茶道裏千家淡交会尾道支部尾道青年部
（今川玉香園茶舗 ☎0848-37-3766）

尾道市臨時職員募集

採用予定人員

臨時保育士

若干名

臨時幼稚園教諭

若干名

応募資格

児童福祉法による保育士資格を有する人
（年齢制限はありません）
教育職員免許法による幼稚園教諭免許を有する人
（年齢制限はありません）

いんのしまさくら祭
日時 ４月３日㈰10：00〜15：00
場所 ホテルいんのしま前広場
内容 特産品・飲食物の販売、因島
村上水軍陣太鼓、シンガーソング
ライターChoBo・池永憲彦（元ジャ
ンクルーズ）ミニコンサート、Ｓ
Ｋ＆エコーワンハーモニカアン
サンブル、日舞：西川矢華会
因島観光協会（☎0845-26-6111）

第28回さくら茶会
春爛漫の千光寺公園でのひととき
を、家族や友達とお楽しみください。
日時 ４月16日㈯11：00〜16：00
（雨天決行）
場所 千光寺公園、市立美術館西側一帯
お茶券 2,500円（前売券2,000円）
※お茶・お菓子・点心弁当・抽選券・
割引券付
尾道商工会議所女性会
（☎0848-22-2165）

市立の小学校・中学校の
臨時的任用職員および
非常勤講師募集

応募資格 教員免許を所有してい
る人（３月中に取得見込みの人
を含む）、教育に熱意を持ってい
勤務期間 平成23年４月１日〜平成24年３月31日
る人
受付期間 随時受付（土・日・祝日を除く８：30〜17：15）
応募期間
随時
選考方法 所定の登録申込書または市販の履歴書を提出のうえ、面接によ
応募方法 市販の履歴書を提出
り決定します。
〒722-8501
※市ホームページ（組織別情報→職員課人事係→尾道市臨時職員募集→登
尾道市久保一丁目15-1
録申込み方法）にＰＤＦ形式で作成した登録申込書を掲載していますの
学校経営企画課学校経営支援室
で、ご利用ください。
（☎0848-20-7453）
※勤務地、勤務内容、賃金等については、各担当部署にお問い合わせください。
【臨 時 保 育 士】子育て支援課児童保育係（☎0848-25-7114）
【臨時幼稚園教諭】教育委員会庶務課庶務係（☎0848-25-7352）

広報おのみち・平成23年３月

23

おのみち子育て支援センター
行事名

日

※4月１日から開所時間が９：00〜12：00、13：00〜16：00に変わります。

（☎0848-37-2409）月〜金曜日（祝日除く）9：00〜17：00

時

定

員

申

込

相談

こどもとママのリフレッシュ ４／７㈭・21㈭
若干名
受付中
９：30〜11：00、
11：00〜12：30
（個別相談）
子育て応援相談（個別相談） ４／11㈪・15㈮・22㈮
若干名
受付中
〜子どものこんなこと気になっていませんか〜 13：30〜15：30
栄養相談
４／21㈭10：00〜11：15
なし
不要
〜栄養士さんにきいてみよう〜 （相談時間10：30〜11：15）
ちびっ子クッキング
４／５
先着20組
４／12㈫10：00〜12：00
９：30〜
〜自分で作った達成感を味わおう〜

子育て支援講座

みつぎｄｅ遊ぼう！

４／13㈬10：00〜12：00

ぷりままタイム（グループトーク）
４／18㈪10：00〜11：30
〜笑顔のママをめざして〜
よちよちランド

４／20㈬10：00〜11：00

♪とんかち・うんぱっぱ♪
〜ミュージック・ケア〜

４／27㈬10：00〜11：00

内容・対象など
子育ての悩みを一人で抱え込んでいませんか。夫婦・
家族間、身近な人間関係についての相談ができます。
（初回優先・無料）
出かけた時、勝手に動きまわり迷子になる、音に過敏で小さ
な音でも目を覚ます、集団の場が苦手で泣いてしまうなど、
子どものようすが気になる家族の相談に応じます。
（無料）
食に関心を持って生活していますか。離乳食や幼児食のすすめ方
や量が分からないなど食についての相談や情報交換ができます。
身長、体重測定もできます。
（10：30までにお越しください。）
かしわもちを作ります。概ね１歳半からのお子さん
とその家族

わらべうたあそびや親子あそび、子育て相談、子育て
の手伝いをしているファミサポの紹介をします。場
所：みつぎ子ども図書館「すくすく」内プレイルーム
①生活リズムについて（概ね1歳までのお子さんの保護者）②だだこねにつ
４／４
先着各7人
いて（概ね１歳以上のお子さんの保護者）※託児はありますが、お子さんの
（①・②） ９：30〜 ようすを見てお母さんにお返しすることもあります。
（マイコップ持参）
わらべうたあそび、ふれあいあそび、絵本の読み語りなど。はが
抽選20組 4／11必着 きを添えて直接支援センターへ申込。つかまり立ちから歩き始
め前のお子さんとその家族。場所：衛生施設センター（東尾道）
音楽を聴きながら、親子で心と心が通う瞬間やお互いの笑顔に癒
抽選20組 4／18必着 されてみませんか。はがきを添えて直接支援センターへ申込。歩
き始めたお子さんとその家族。場所：衛生施設センター（東尾道）

なし

不要

※4月１日から就学前のお子さんと保護者が対象になります。
※4 月 11日㈪午前はこども園入園式のため閉館します。

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
相談
子育て支援講座
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行事名

日

時

定

員

申

込

内容・対象など

０歳〜未就園のお子さんと保護者。子育てのこと、家庭のこと
受付中 （夫婦、嫁姑など）、近所、自分のことなどゆっくりと相談員が
個別相談に応じます。相談員：浮田明子さん（臨床心理士）
１歳半以上のお子さんと保護者。さらさらの小麦粉にお水を入れ
３/28〜 て混ぜると手にくっつくようになりさらに混ぜるとお団子に変
わっていくようすを楽しみます。各自2カップの小麦粉持参

気がかり相談

４／18㈪９：30〜11：30

先着１組

小麦ねんどであそぼう

４／13㈬10：00〜11：00

先着10組

みかんちゃんとリトミック

４／22㈮10：00〜10：30

なし

不要

１歳半以上のお子さんと保護者。親子でふれあいなが
らリズム遊びを楽しめます。講師：村上清美さん

わくわくふれあい遊び

４／25㈪10：30〜11：00

なし

不要

絵本の読みかたり、手遊び、パネルシアターなど

おさんぽに行こう

４／28㈭10：00〜11：30

先着10組

未就園のお子さんと保護者。近くの公園へみんなで

４/14〜 おさんぽに出かけます。

母子家庭高等技能訓練促進費事業

母子家庭自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭の母が就業に有利な資格を取得するため、養成機関で
修業する場合の訓練促進費を支給し、修業している間の生活の負
担軽減を図ります。
支給対象 母子家庭の母で次のすべてに該当する人
①児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準であること
②養成機関において２年以上のカリキュラムを修業し､対象資格
の取得が見込まれること
③仕事または育児と修業の両立が困難であること
対象資格 看護師（准看護師）、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士
支給額
修業支援手当（月額） 市民税非課税世帯
141,000円
市民税課税世帯
70,500円
入学支援修了一時金 市民税非課税世帯
50,000円
市民税課税世帯
25,000円
※平成20年３月以前入学者は、修業支援手当141,000円のみです。
支給期間 全修業期間（ただし、現在修業中の場合は申請月からの支給）
※申請前に事前相談が必要です。

母子家庭の母の主体的な能力開発を支援するもので、就
業に結びつく可能性の高い指定教育訓練講座を受講した場
合に、経費の一部を支給します。
支給対象 母子家庭の母で次のすべてに該当する人
①児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準であること
②雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していないこと
③教育訓練を受けることが適職につくために必要であること
対象講座 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
支 給 額 本人が支払った費用の20％（10万円を上限とし
4,000円以下は給付の対象外）
※受講前に事前相談が必要です。
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子育て支援課
（☎0848-25-7113）
因島福祉課
（☎0845-26-6210）
御調支所住民課
（☎0848-76-2136）
向島支所住民福祉課 （☎0848-44-0111）
瀬戸田支所住民福祉課（☎0845-27-2209）

市内参加店でのお買い物・ご利用をお願いします。

参加店ご利用で抽選で豪華景品が800人に当たります！

第12回おのみちさくら祭り（地域商業活性化事業）
期間中、参加店を利用するともらえる応募用紙に必要事項を記入のうえ、ご応募ください。抽選で総額1,500万円
の豪華景品が当たります。
今回も、行政、経済団体、市内の小規模小売・飲食・サービス業店舗等が一体となって、地域内購買の促進に向け
て盛大に開催します。 ※参加店には、
バナー・ポスターを掲示します。
期
景

間 ４月１日㈮〜５月８日㈰
品 １等（１人）デジタルビデオカメラ
２等（３人）自動掃除機
３等（６人）ホームベーカリー
特 別 賞 おのみちさくら祭り券（参加店共通商品券）
（650人）20,000円分 （140人）10,000円分
※景品・当選者数は変更になる場合があります。

4月から因島一日職業相談会・就職支援セミナーの
会場が変わります

応募期限 ５月８日㈰
オープニング ４月１日㈮11：00〜（しまなみ交流館予定）
抽 選 会 ６月１日㈬14：30〜（尾道絵のまち館予定）
当選発表 尾道ケーブルテレビ、エフエム尾道、山陽日
日新聞、当選者への通知ほか
おのみちさくら祭り実行委員会
（尾道商工会議所内 ☎0848-22-2165）

就職応援します
◆一日若者しごと館
場 所 ハローワーク尾道会議室
原則火曜日
12：30〜16：30 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
（祝日を除く）
※予約してからの来所をお勧めします。
商工課（☎0848-25-7182）

因島・瀬戸田地区を対象に開催している「因島一日職
業相談会・就職支援セミナー（因島）」の会場が、４月か
ら因島総合支所に変更となります。３月はこれまでど
おり因島商工会議所で行います。
場所 因島総合支所４階大会議室（４月以降）
原則
◎因島一日職業相談会
①第１・２・３火曜日
内容 ハローワーク職員による職業相談と職業紹介
18：00〜19：50（尾道）
◎就職支援セミナー（申込不要、受講料無料）
②第４水曜日
内容 求職活動スタートコース【Aコース】
17：40〜19：30（因島）
（祝日を除く）
応募書類作成コース
【Bコース】
※日時・開催コースは、求人情報誌しまなみ号等でお知
らせします。
月〜金曜日
※面接対策・実践コース【Cコース】、総合コース【Dコース】
８：30〜17：15
については、ハローワーク尾道で実施しています。
（祝日を除く）
ハローワーク尾道（☎0848-23-8609）

労働基準監督官採用試験
受験資格

①昭和57年４月２日〜平成２年４月１日生まれの
人②平成２年４月２日以降生まれで大学を卒業し
た人または平成24年３月までに卒業見込みの人等
試験日 第一次 ６月12日㈰ 採用予定数 約120人
受付期間 ４月１日㈮〜14日㈭
受験案内配布先 尾道労働基準監督署ほか
※第二次試験あり。詳しくはホームページをご覧ください。
広島労働局総務課（☎082-221-9241）

◆尾道しごと館（夜間相談）
対 象 仕事をお探しの人、働き方に不安を持つ人（年齢不問）
内 容 キャリア相談や職業適性診断など
①場所 市役所分庁舎（本庁舎向かい）
商工課（☎0848-25-7182）
②場所 因島総合支所１階101会議室
因島総合支所しまおこし課（☎0845-26-6212）
◆求人情報コーナー
場 所 因島総合支所３階ロビー
内 容 求人情報誌の配布・閲覧、求人情報の
閲覧（ハローワークインターネットサ
ービスなど）
※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
３月 16日㈬
10：00〜15：00 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
開 催日時など 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）
詳しくはお問い
内 容 求職活動スタートコース、応募書類作
合わせください。
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）
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「尾道中央ビジター桟橋」愛称募集

広島県東部港湾振興協会尾道港部会は、平成23年度
にオープンする「尾道中央ビジター桟橋」について、皆
さんに親しみを持っていただくため、同施設の愛称を
募集します。
応募方法 ３月31日㈭までに、
「 愛称（ふりがな）、愛称
の説明、応募者の住所、名前（ふりがな）、性別、年齢、電
話番号」をインターネットまたは尾道商工会議所にあ
る応募用紙で応募（※郵送以外は31日17：15必着）
※応募要項について、詳しくは尾道商工会議所または
尾道市港湾振興課のホームページをご覧ください。
尾道商工会議所（☎0848-22-2165）
港湾振興課
（☎0848-22-8158）

時 間 ９：00〜17：00（入館は16：30まで）

（3/21、５/２は開館）
(☎0848-23-2281） 休館日 月曜日

■「ゆめのかたち 香月泰男」展
◇３月19日㈯〜５月15日㈰
観覧料 大人 700円、高校・大学生 500円、中学生以下無料
時 間 ９：00〜17：00（入館は16：30まで）

（祝日の場合は翌日）
(☎0848-76-2888） 休館日 月曜日

■常設展Ⅲ ◇開催中、３月27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
時 間 ９：00〜17：00（入館は16：30まで）

(☎0845-27-3800） 休館日 無休

■春の特別展「ふるさと瀬戸内とシルクロードⅠ」
◇３月19日㈯〜７月14日㈭
観覧料 一般 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）

市立美術館の催し
■ギャラリートーク 「ゆめのかたち 香月泰男」展
当館学芸員が展覧会の見所や、詳しい作品解説を行
うギャラリートークです。
日時 ３月27日㈰14：00〜14：30
対象 一般（申込不要。観覧料必要）
■夜桜コンサート
日時 ４月９日㈯18：30〜19：10
演奏 西 奈那子さん（ピアノ）
対象 一般（申込不要。観覧料必要）
※開館時間を20：00まで延長します。
■特別講演会
日時 ４月10日㈰13：00〜
講師 野見山暁治さん（洋画家）
対象 一般（申込不要。観覧料必要）
■わいわい がやがや おしゃべり鑑賞会
（子ども学芸員対象）
日時 ４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）
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時 間 10：00〜18：00
休館日 火・水曜日（３/23・祝日は開館）

■尾道大学美術学科教員展2011
◇３月23日㈬〜５月９日㈪ 観覧料

無料

時 間 ９：00〜17：30（入館は17：00まで）

（祝日の場合は翌日）
(☎0848-20-1218） 休館日 月曜日

■小林伸一郎写真展 第二章「島波 瀬戸内景」
◇３月19日㈯〜５月８日㈰※５/２は開館、５/６は休館
観覧料 一般 700円、大学生500円、中学・高校生400円、小学生以下無料
時 間 ９：00〜17：00（入館は16：30まで）

(☎0845-27-0800） 休館日 無休

■第59回館蔵品展「古儀茶道藪内流 歴代の道具」
◇３月19日㈯〜６月19日㈰
観覧料 大人 1,200円、高校生 700円、中学生以下無料

尾道商業会議所記念館

時 間 10：00〜18：00

(☎0848-20-0400） 休館日 期間中は無休

■おのみち「てっぱん」パネル展
◇開催中、３月30日㈬まで 観覧料 無料
●物産市 ◇土曜10：00〜14：00（休みの場合もあります。）
時 間 10：00〜17：00（入館は16：30まで）

（祝日は開館）
(☎0845-24-3715） 休館日 火曜日

■「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

尾道市内の交通事故（２月末日現在）

反射材 つけて周りに 気をつけて
平成23年
昨

年

４月の交通事故統計情報
（尾道・因島警察署管内）

件数

死者

負傷者

県下一斉警戒日

99
85

０
１

125
101

東部ブロック警戒日

今月の納税等
納期限＝３/31㈭

国民健康保険料
介護保険料
後期高齢者医療保険料

４日㈪
14日㈭

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
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）

４月 相談案内
相談時間/13：00〜16：00

※弁護士相談（尾道市役所）は13：00〜15：00

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
12日（火）みつぎいこい会館
13日（水）因島総合支所
18日（月）向島支所
25日（月）尾道市役所
26日（火）瀬戸田支所
※人権擁護委員が対応

行政相談
国や特殊法人に対する意見、
要望

千光寺山ロープウェイの運行時間延長
花見の時期に合わせて、次のとおり運行時間を延長します。
期間 ３月26日㈯〜４月10日㈰
運行時間 月〜木曜
9：00〜18：00
金・土・日曜 9：00〜19：00
※桜の開花状況により、延長の日時を変更することがあります。
観光課
（☎0848-25-7185）
千光寺山ロープウェイ（☎0848-22-4900）

しましたか？ 宅用火災警報器
置
設
住

平成23年5月31日までに設置してください
消防局予防課予防係（☎0848-55-9123）

7 日（木）因島総合支所
8 日（金）瀬戸田支所
11日（月）尾道市役所
12日（火）みつぎいこい会館
※行政相談委員が対応

登記相談
土地・建物の登記、
会社の登記
13日（水）因島総合支所
※法務局職員が対応

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
12日（火）向島支所
18日（月）尾道市役所
20日（水）因島総合支所
21日（木）瀬戸田支所

弁護士相談（要予約）

はるおのみち
尾道の少女が毎年の干支を引き連れて、デベラッパ
の音色で季節を呼んできます。
今年もわたあめの桜と共に、春がふわっとやってきました。
いよいよ卒業ですが、尾道にはまだまだお世話にな
りそうです。
千光寺の桜が待ち遠しい今日この頃。

法律相談全般

尾道大学美術学科
デザインコース４年
中内 みどり

表紙は、尾道大学生がデザインしています。

（※受付は３月17日から。先着順）
4 日（月）尾道市役所（13：00〜15：00）
６ 日（水）向島支所
14日（木）因島総合支所
15日（金）尾道市役所（13：00〜15：00）
秘書広報課広報広聴係
（☎0848-25-7395）
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