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みんなが輝くためにみんなが輝くために

子育て力あふれる地域をめざして
　「子育て」という言葉を聞いた時、何をイメージします
か？仲の良い家族や温かい家庭のイメージ？それとも…。
　近年、児童に対する身体的暴力や育児放棄など、心
が痛む事件を多く耳にします。物質的な豊かさと引き
換えに人間関係が希薄になったことや、他人への無関
心による孤立などが影響し、子育てのストレスや負担
を大きくしていると言われています。
　人間関係に関する様々な調査では「人間関係が希薄
になった」と感じている人が増加し、そのほとんどの
人が豊かな人生に必要なものは「人間関係」と答えて
います。このことから、人とのつながりが求められて
いることがわかります。
　子どもが外で元気に遊び、それを見守る親たちが井
戸端会議。おじいちゃん・おばあちゃんはひなたぼっ
こ。こんな微笑ましい光景は最近ではあまり見られな
くなりました。足りないものを分け合ったり、気軽に

子どもを預けたり、叱ったりできる近所同士のつなが
りも薄れてきました。家の壁がまるで心の壁となって
いるように感じます。
　我が子が成長して子育てはもう関係ないと考える
人もいますが、子育てとは、親と一緒に地域社会が子
どもを育てることではないでしょうか。そういう意味
では、誰もがまだ子育て中と言えます。
　子育てをサポートするグループや行政機関ととも
に、地域のお年寄りや年上の子どもなど、幅広い年齢
層の人達が子どもを見守り、育む「地域の子育て力」
は、核家族や孤立を補う大きな力になります。
　お互いに支え合える円滑な人間関係を築き、「子育
て力」を発揮する地域には、地域に愛着を持つ子ども
達が育ちます。思いやりやいたわり合いの輪を大きく
広げ、心豊かな世の中になることを願っています。

〒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。
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忘れていませんか？住民異動届忘れていませんか？住民異動届 平成23年度固定資産税縦覧帳簿の縦覧平成23年度固定資産税縦覧帳簿の縦覧
　春は、就職・転勤・進学などの異動の多い季節です。
住所などを異動したら、住民異動（転入・転居・転出等）
の届出をお願いします。届出をしないと選挙のお知ら
せや健康保険・各種福祉関係の行政サービスなどに影
響を及ぼすことがありますので、ご注意ください。異
動したら、14日以内に手続きをお願いします。
届出場所　本庁市民課または各支所
受付時間　８：30～17：15（土・日・祝日を除く）
必要なもの　転出証明書（転入する人）、本人確認が
できるもの（運転免許証・住基カード・パスポート・
保険証など）、同一世帯以外の人が代理人として届
け出をする場合は委任状が必要、各種保険証など
※届出方法については、事前にご確認ください。

　市民課　　　　　　　　（☎0848-25-7102）
　因島総合支所市民生活課（☎0845-26-6208）
　御調支所住民課　　　　（☎0848-76-2111）
　向島支所住民福祉課　　（☎0848-44-0110）
　瀬戸田支所住民福祉課　（☎0845-27-2211）

　固定資産税の納税者が、本人の資産（土地・家屋）に
ついて、価格が適正かどうか確認できる制度です。
縦覧期間　４月１日㈮～5月31日㈫
　　　　　８：30～17：15（土・日・祝日を除く）
縦覧場所　資産税課（市役所２階北側）
　　　　　因島瀬戸田税務課（因島総合支所２階）
縦覧できる人　固定資産税の納税者またはその代理人
必要なもの　公的な身分証明書、法人の場合は代表者
印、代理の場合は委任状
※本人の所有する資産の確認は、課税台帳（名寄帳）の閲覧
により行うことができます。縦覧期間中は無料です。資
産税課、因島瀬戸田税務課資産税係および各支所（御調・
向島・瀬戸田・百島・浦崎・向東）で閲覧できます。

※平成23年度固定資産税・都市計画税の納税通知書お
よび課税明細書は、５月中旬に発送予定です。
納期限　【第１期】５月31日㈫　【第２期】８月１日㈪
　　　　【第３期】９月30日㈮　【第４期】12月26日㈪
　資産税課土地係（☎0848-25-7162）
　　　　　家屋係（☎0848-25-7164）
　因島瀬戸田税務課資産税係（☎0845-26-6228）
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（☎0848-37-2409）月～金曜日（祝日除く）9：00～12：00　13：00～16：00おのみち子育て支援センター

(☎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

行事名 日　時 定　員 申　込 内容・対象など

行事名 日　時 内容・対象など定　員 申　込

   

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

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

イスの布カバー張り替え・自転車かんたん修理教室
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

費用：300円、定員：10人、持参物：はさみ、カッター、30㎝のさし
４／26㈫

10：15～13：00

５／６㈮
費用：200円、定員：10人、持参物：ビニール手袋10：30～12：00

麻ひもを使ってコースターを織ろう

４／27㈬
13：30～14：30

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（コースター）４／27㈬

10：00～12：00

4／17㈰
13：30～

天ぷら油で石けんをつくろう

５／８㈰
出店者募集：出店料１区画1,000円、募集店数10店10：00～15：00
フリーマーケット

費用：350円、持参物：裁縫道具
（リサイクル教室　向島・御調10：30～、因島・瀬戸田13：15～）
５／７㈯10：00～15：00　尾道市民センターむかいしま
５／10㈫10：30～15：00　因島総合支所前駐車場
５／11㈬10：30～15：00　瀬戸田市民会館前駐車場
５／13㈮10：00～15：00　道の駅クロスロードみつぎ

５／７㈯
５／10㈫
５／11㈬
５／13㈮

費用：350円、持参物：裁縫道具（リサイクル教室　10：00～）

売場スペース、委託販売を行う場合は、利用申請が必要です。
申請料：無料 ※いずれも市内在住または通勤・通学する人が対象

市民工房（木工工房・自転車工房）を利用するには登録が必要です。
登録料：300円、持参品：印鑑

４/22㈮９：00～12：00　ゆきひろメイト店
４/23㈯９：00～12：00　ええじゃん尾道（東尾道）

４／22㈮
４／23㈯

出張販売＆リサイクル教室「端午の節句の飾りをつくろう」

出張販売＆リサイクル教室「布のコサージュをつくろう」

リサイクルセンター市民工房登録者・スペース利用者募集中

リサイクルセンター利用申請受付中

みつぎｄｅあそぼう！

赤ちゃんとリラックス
～タッチケア～　

よちよちランド

♪とんかち・うんぱっぱ♪
～ミュージック・ケア～

こどもとママのリフレッシュ
（個別相談）
子育て応援相談（個別相談）
～子どものこんなこと気になっていませんか～

５／12㈭・19㈭
９：30～11：00、11：00～12：30

５／９㈪・23㈪
10：00～10：40

若干名

若干名

なし

なし

なし

30組

先着20組

抽選20組

抽選20組

５／19㈭10：00～11：00
（相談時間10：30～11：00）

日程は相談のうえ決定
（月３～4回程度）

５／11㈬10：00～12：00
（あそびの時間10：15～10：45）

子
育
て
支
援
講
座

相
談
栄養相談
～栄養士さんにきいてみよう～

受付中

受付中

不要

不要

不要

５／２まで

5／17まで

5／18まで

子どもを大切に思っているのに叱ってしまう、夫婦・
家族間、身近な人との関係でモヤモヤしていません
か。カウンセラーが相談に応じます。（初回優先）
視線や気持ちが合いにくい、落ち着きがない、興味が
偏っているなどお子さんの様子が気になる家族の相
談に応じます。
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。

はいはいランド（１グループ）
５／20㈮・27㈮・６／３㈮10：00～11：30
６／10㈮13：30～15：00

乳児の心と身体の成長、ケガや病気、離乳食の話、ママ
の体操、交流タイム親子あそび・絵本の読み語りなど。
寝返りからはいはいを始めたお子さんとその家族。

ぷちミュージック・ケア、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。※10：15までにはお越しく
ださい。場所：みつぎ子ども図書館「すくすく」内プレイルーム

タッチケア・ふれあいあそび・絵本の読み語りなど。
寝返り前のお子さんとその家族

ピアノの生演奏によるミュージック・ケア、パパ向け子育てについての話。平成20年４月１日～平成22年７
月１日生まれのお子さんとその家族。場所：総合福祉センター。はがきを持参してセンターへ申込、または往
復はがきの往信欄に「住所・参加者の名前・子どもの年齢・電話番号・「おやこdeあそぼう」参加希望」を記入

手あそび、親子あそび、絵本の読み語りなど。つかまり立
ちから歩き始め前のお子さんとその家族。はがきを持参
してセンターへ申込。場所：衛生施設センター（東尾道）　
音楽を聴きながら、子どもに心にそっと寄り添ってみま
せんか。歩き始めたお子さんとその家族。はがきを持参し
てセンターへ申込。場所：衛生施設センター（東尾道）

気がかり相談

プチクラス

みかんちゃんとリトミック
人形劇鑑賞会
わくわくふれあい遊び

５／16㈪９：30～11：30

５／12㈭10：00～11：30

５／20㈮10：00～10：30

５／24㈫10：30～11：15

５／30㈪10：30～11：00

おやこｄｅあそぼう
～イクメン・ふぁみりぃ～ ５／15㈰10：00～12：00

５／24㈫10：00～11：00

５／25㈬10：00～11：00

先着１組

先着10組

なし

先着20組

なし

受付中

4／28～

不要

5／10～

不要

就学前のお子さんと保護者。子育てのこと、家庭のこ
と（夫婦、嫁姑など）、近所、自分のことなど相談員が
個別相談に応じます。相談員：浮田明子さん
平成22年10月～12月生まれのお子さん保護者。タッチケアの復習と
育児相談など。同じ月齢のお友だちに会えるよい機会になります。こ
れから1歳になるまでの発達と大切にしたいことをお伝えします。
１歳半以上のお子さんと保護者。親子で楽しめるリズム
遊びです。兄弟での参加もどうぞ！講師：村上清美さん
就学前のお子さんと保護者。小さいお子さんから楽しめ
る内容です。出演：じゃんけんぽん

子
育
て
支
援
講
座

相
談

親子で楽しめる手遊びなど

５／１
9：30～
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　Ａさん（77歳、男性）は、２年前に妻が亡くなり一人暮ら
しです。もともと社交的な人で、地域のふれあいサロンに
も積極的に参加していました。子どもはいませんでしたが、
他県にＡさんのことをよく気にかけてくれる姪がいます。
　Ａさんは、財布の置き場所が分からなくなり、たびた
び財布を探すようになりました。またその頃から近所
の人とすれ違い挨拶をされても、その人が分からない
等の物忘れが目立つようになり、毎月楽しみにしてい
たサロンからも足が遠のいてしまいました。
　心配した民生委員がＡさんの家を訪問した際に、Ａ
さんが「わしは最近よくお金がなくなる。どろぼうが
入ってお金を取って行ってるんじゃないだろうか。」と
話しました。様子がおかしいことに気づいた民生委員
は、地域包括支援センターに相談しました。Ａさんは姪
の関わりでＢ病院へ通院し、アルツハイマー型認知症

と診断されました。
　Ａさんは地域の人の支援や介護保険サービスを利用
しながら生活していましたが、認知症状は少しずつ進
行しました。ある日ヘルパーが訪問した際、Ａさんが高
額の布団を買わされているのを見つけました。
　Ａさんの財産を守り、今後の生活を支えていくため
にも、成年後見制度の利用を申し立てることになりま
した。姪に申立を行ってもらい、約２カ月後、審判がお
りて後見人が選任されました。
　成年後見制度は、Ａさんのように認知症の人以外に
も知的障害、精神障害等で判断能力が不十分な人の財
産・権利を守るための制度です。制度について、気軽に
地域包括支援センターへご相談ください。
　尾道市地域包括支援センター　　（☎0848-20-7371）
　尾道市北部地域包括支援センター（☎0848-76-2495）
　尾道市西部地域包括支援センター（☎0848-21-1262）
　尾道市東部地域包括支援センター（☎0848-56-0345）
　尾道市向島地域包括支援センター（☎0848-41-9240）
　尾道市南部地域包括支援センター（☎0845-24-1248）
　尾道市南部地域包括支援センター瀬戸田支所
　　　　　　　　　　　　　　　（☎0845-27-3847）

認知症になり、成年後見制度の利用を始めた
ケースを紹介します

消費生活 ファイル消費生活 ファイル相談相談 環境保護にもなる！？
水源地投資詐欺に注意

≪相談内容≫
　知らない業者から“水源地の権利を買わないか”と
いうダイレクトメールが届いた。数日後別の業者から
電話があり「この権利は個人にしか買えない。１口10
万円のところを30万円で買い取る。環境保護のために
もなるので協力してほしい。」と言われた。役に立てる
ならと、５口購入したが、もっと買わないかとしつこ
い電話がかかるようになった。
≪アドバイス≫　　　　　　　　　　　　　　　　
　複数の業者が「高値で買い取る」などといって勧誘す
る「劇場型」の投資トラブルです。これまで、未公開株、外
国通貨などをめぐって同様の手口がみられましたが、今
回は水源地の権利と称するものです。「水源地の権利」
「譲渡担保権」「社員券（株式会社でいう株券に該当）」な
ど、いろいろな表現が使われており、セールストークも
「配当が付く」「大手飲料メーカーが関与している」「日本
の水源を中国から守るため」など、さまざまです。

　実際に買取りされることはなく、業者に返金を求めても戻って
こないことがほとんどです。この手の勧誘はきっぱり断りましょう。
■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。

■消費生活出前講座をご利用ください（無料）

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）

　市では、消費者トラブルに関する知識を身につけ
てもらうために、ふれあいサロンや地域の集まりな
どに出張して行う「出前講座」を開催しています。少
人数でも構いません。ぜひ、ご利用ください。
内容　主に悪質商法についてビデオやパンフレット
を元に最新の事例や撃退法等を解説（１時間程度）

講師　市職員、消費生活相談員（外部講師の派遣も可能）
※原則平日（夜間除く）ですが、日程の調整など詳
しくはお問い合わせください。
　　商工課（☎0848-25-7182）

成年後見制度成年後見制度ご存知
ですか？ その②
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日時　５月10日㈫13：30～16：00（セミナー開始12：30）
場所　びんご運動公園健康スポーツセンター
対象　すべての就職希望者［平成24年春大学等新卒予

定者・一般求職者（パート含む）など］
内容　就活応援セミナー（12：30～13：20）
　　　採用担当者との求人説明会（13：30～）
　　　就職に関する各種相談コーナー（13：30～）
※就活応援セミナーのみ要申込
※参加予定事業所名を協議会ホームページで公開します。
●尾道駅から臨時バスを運行

　総務省では、毎月、労働力調査を行っています。こ
の調査は、我が国における就業状態を明らかにし、雇
用・失業対策などの諸施策のための基礎資料とする
ことを目的として実施されるものです。
　調査の対象となった世帯には、広島県知事が任命
した統計調査員が伺いますので、調査にご理解をい
ただき、ご回答をお願いします。
　広島県統計課（☎082-513-2533）

■ハローワーク一日職業相談会
　ハローワーク職員による職業相談と職業紹介を
行っています。
※日程等は下表をご覧ください。
■求人情報コーナー
　求人情報誌の配布やハローワークインターネット
サービスの閲覧等行っています。

※長江通りを経由し各バス停に停まります。（通常運賃要）
　尾道市ふる里就職促進協議会事務局
　（商工課内 ☎0848-25-7182　0848-25-7293）
　http：//www.bbbn.jp/̃furusato/

尾道地域企業合同求人説明会尾道地域企業合同求人説明会 労働力調査にご回答ください労働力調査にご回答ください

因島総合支所での
職業相談会・求人情報コーナーをご利用ください
因島総合支所での
職業相談会・求人情報コーナーをご利用ください

■ハローワーク尾道からのお知らせ
　採用内定を得られないまま卒業された皆さんの就職
が一日でも早く実現できるよう、次のような支援を
行っていますので、ぜひご活用ください。
○「新卒者就職実現プロジェクト」を活用した求人開拓等
○就職ジョブサポーターの担当者制による職業相談や
職業紹介
　ハローワーク尾道（☎0848-23-8609）

■ひろしま新卒者就職支援プロジェクト
　広島県が契約した人材派遣会社により、新規卒業者
を雇用したうえで、社会人としての基礎力を養う研修、
各事業所での就業体験を通して実際に働きながら知
識・技能を修得したのち、正規雇用を目指します。
　基礎研修・就業体験の期間中も、人材派遣会社から賃
金が支給されます。
※詳しくは、広島県雇用情報サイト「わーくわくネット
ひろしま」をご覧ください。
　広島県雇用基金特別対策プロジェクトチーム
　（☎082-228-2111）

未就職卒業生および保護者の皆さんへ未就職卒業生および保護者の皆さんへ

尾道駅（５番のりば） びんご運動公園新尾道駅（１番のりば）
11：50 12：05 12：12
12：50 13：05 13：12
13：10 13：25 13：32

尾道地域での就職を希望する人は、ぜひご参加ください。

◆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）
◆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３階求人情報コーナー
　　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　因島総合支所４階大会議室
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因島総合支所４階大会議室（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
12：30～16：30
（祝日を除く）

原則
①第１・２・３火曜日
　18：00～19：50（尾道）
②第４水曜日
　17：40～19：30（因島）
　（祝日を除く）

月～金曜日
８：30～17：15
（祝日を除く）

４月20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。



(☎0848-23-2281）
時　間　９：00～17：00（入館は16：30まで）
休館日　月曜日（５/２は開館）

(☎0848-76-2888）
■常設展Ⅰ　◇開催中、６月26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）

■小林伸一郎写真展 第二章「島波 瀬戸内景」
◇開催中、５月８日㈰まで※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

(☎0845-27-0800）

■第59回館蔵品展「古儀茶道藪内流　歴代の道具」
◇開催中、６月19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）
■春の特別展「ふるさと瀬戸内とシルクロードⅠ」 
◇開催中、７月14日㈭まで
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）

■尾道大学美術学科教員展2011
◇開催中、５月９日㈪まで　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）
■「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）

■「ゆめのかたち　香月泰男」展
◇開催中、５月15日㈰まで
観覧料　大人 700円、高校・大学生 500円、中学生以下無料
　　

(☎0848-20-0400）

■海事都市企画展「海事都市尾道の造船業の姿と将来へ向けての技術の伝承」
◇開催中、８月３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　10：00～18：00
休館日　木曜日

尾道商業会議所記念館尾道商業会議所記念館
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　市では、障害のある人が地域で自立した生活を送る
ために、居住地に関係なく市域に相談支援がいきわた
るよう、専門の相談員による巡回相談を行います。
　手帳の有無や障害種別は問いませんので、本人・家
族・関係者で気軽にご相談ください。当日直接会場に
お越しください。（電話予約も可）
相談日程
【旧尾道地区】場所：浦崎公民館
日程　５月10日、７月12日、９月13日、11月8日
　　　平成24年１月10日、３月13日（いずれも火曜）
時間　10：00～15：00
※旧尾道市（浦崎町）は５月から２カ月ごとの開催
【因島・瀬戸田地区】場所：瀬戸田福祉保健センター
日程　４月20日、５月18日、６月１日・15日、７月６日・20日
　　　８月３日・17日、９月７日・21日、10月５日・19日
　　　11月２日・16日、12月７日・21日
　　　平成24年１月４日・18日、２月１日・15日
　　　３月７日・21日（いずれも水曜）
時間　10：00～15：00
相談内容　障害福祉に関すること
相 談 員　尾道市障害者サポートセンターはな・はな
　　　　　相談支援専門員
※相談無料で秘密は厳守します。
※訪問を希望する場合は事前に希望日等を連絡して
ください。
　　尾道市障害者サポートセンター はな・はな 
　（☎0848-29-5002　0848-29-5003）
　尾道市障害者サポートセンター はな・はな
　（因島・瀬戸田相談センター）
　（☎0845-24-3632　0845-24-3270）
　社会福祉課障害福祉係
　（☎0848-25-7124　0848-37-7260）

　尾道市青少年センターでは、子どもの非行・学業・感情・家
庭・いじめの問題などで、お悩みの人のために相談室を開い
ています。電話または来所により、お気軽にご相談ください。
時間　月～金曜日　９：30～16：00
場所　尾道市青少年センター（東久保町20-14）
☎・　0848-37-9459
※相談は無料で秘密は厳守します。場合により家庭訪
問による相談にも応じます。

尾道市障害者巡回相談会尾道市障害者巡回相談会

青少年センター相談室青少年センター相談室
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尾道市内の交通事故（３月末日現在） ５月の交通事故統計情報

平成23年
件数 死者 負傷者

昨　　年

県下一斉警戒日

（尾道・因島警察署管内）

東部ブロック警戒日

「まだ行ける」 そんな言葉に 赤しんごう ５月相談案内相談案内
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
11日（水）
23日（月）
24日（火）

因島総合支所
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
6 日（金）
9 日（月）
13日（金）

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

弁護士相談（要予約）
法律相談全般
（※受付は４月18日から。先着順）
2 日（月）
20日（金）

尾道市役所（13：00～15：00）
尾道市役所（13：00～15：00）

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
御調支所

表紙は、尾道大学生がデザインしています。

毎週金曜日 午後7時まで
戸籍・住民票・印鑑証明書を発行しています
場所　本庁市民課、因島市民生活課
業務　戸籍・住民票・印鑑証明書の発行、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）

　ゴールデンウィークの期間中、運行時間を延長します。
期間　４月29日㈷～５月４日㈷
時間　９：00～19：00
　観光課（☎0848-25-7185）
　千光寺山ロープウェイ事務所（☎0848-22-4900）

千光寺山ロープウェイ運行時間延長

　５月６日㈮のＪＡ尾道総合病院の新規移転に伴い、尾道駅中心とし
た運行で、ダイヤ改正をします。
　また、尾道～瀬戸田線は「生口橋入口・高校前・林公民館」の３カ所の
停留所を新設、生口島での乗降が便利になります。　
　おのみちバス㈱（☎0848-46-4301）

５月６日からおのみちバスダイヤ改正

　秘書広報課広報広聴係
　　（☎0848-25-7395）

79.4MHz で防災情報は 尾道エフエム放送 尾道エフエム放送 

31日㈫

17日㈫

花も、虫も、太陽も、人も、
待ちに待った春がやってきました。
命の息吹を空気に感じて、
深呼吸をたくさんしてしまう毎日です。

あなたにとって、春はどんな季節ですか。

尾道大学美術研究科2年
デザイン専攻
（平成23年３月卒業）
黒﨑　しおり

いぶき

０
１

190
166

153
137
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