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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

●離乳食講習会（要申込）
◇10月25日㈪10：30～12：15（受付10：10～）
対　象　乳児の家族
場　所　総合福祉センター
持参物　母子健康手帳、筆記用具、エ

プロン、三角布、マスク
内　容　簡単な調理実習、保育あり

（定員18人）
●心の相談（１週間前までに要申込）
◇10月25日㈪、11月９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
◇10月26日㈫受付９：30～11：00
場　所　市役所３階第１会議室
◇11月５日㈮受付９：30～11：00
場　所　尾道市民センターむかいしま

２階大研修室
内　容　血圧・体脂肪・骨密度測定、生

活習慣病・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

●１歳６カ月児健康診査（個別通知あり）
◇10月21日㈭
対　象　平成21年２月21日～４月１日生まれ
●３歳児健康診査（個別通知あり）
◇10月28日㈭
対　象　平成19年５月９日～６月13日生まれ
●５歳児相談（要申込）
◇11月11日㈭
対　象　平成17年７月～９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）

●乳児健康相談
◇10月27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）
◇11月２日㈫13：20～15：30（受付13：00～）
対　象　乳児の家族
内　容　調理実習、栄養相談
持参物　エプロン、母子健康手帳、筆

記用具、エプロン、三角巾、マ
スク（※託児あり）

●心の相談（１週間前までに要申込）
◇10月22日㈮13：30～16：30
担　当　大畠静香さん
　　　　（小泉病院精神保健福祉士）

●４カ月児健康診査（個別通知あり）
◇10月27日㈬・28日㈭
対　象　平成22年６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）
◇11月10日㈬・11日㈭
対　象　平成19年６月生まれ
場　所　総合福祉センター
●５歳児相談（要予約）
◇10月21日㈭13：30～15：30
対　象　平成17年８月生まれで発達

等気になることがある人
◇11月４日㈭13：30～15：30
対　象　平成17年９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）

●乳児健康相談
◇10月18日㈪、11月15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
◇11月８日㈪
　10：00～11：00、13：30～14：30
対　象　12カ月までの児
場　所　東部公民館（高須町）
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
　～パート1（要申込）
◇11月１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　10月28日㈭（定員20人）
※希望者には骨密度測定あり
●パパ☆ママ準備スクール
　～歯科編（要申込）
◇11月４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、いつも使って
いる歯ブラシ

申込期限　11月１日㈪（定員20人）

９：45～11：30
13：15～16：00
10：00～12：00
13：00～15：30
10：00～11：30
12：30～15：30
10：00～11：30
12：30～15：30
９：30～12：30
13：30～15：00

10／21㈭
10／21㈭

10／25㈪

11／７㈰

11／７㈰

11／14㈰

土生公民館
因島医師会病院

広島県尾道庁舎

向島Ｂ＆Ｇ海洋センター

みつぎ総合病院

総合福祉センター

◇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

◇10月20日㈬・11月10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

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）
◇11月５日㈮
対　象　平成22年６月～７月生まれ
●パパ☆ママ準備スクール～パート1（要申込）
◇10月22日㈮10：00～12：00
対　象　妊婦・夫・その家族
内　容　妊娠中の生活、食生活、妊婦

さん同士の交流
持参物　母子健康手帳、筆記用具、テ

キスト（２回以上参加の人）
●乳児健康相談
◇10月19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

●幼児健康相談
◇10月19日㈫受付10：50～11：00
対　象　１歳～就学前の幼児
内　容　母子健康手帳
●成人健康相談
◇10月19日㈫13：30～15：00
内　容　骨密度・体脂肪・血圧・身体測定・

尿検査（蛋白・糖・潜血など）、保
健師・栄養士個別指導相談
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月　日 内科系 小児科系 外　　科 歯　　科

10月17日

24日

31日

11月３日

７日

14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。

クリニックながさか（内）
久保１

天満

久保２

☎37-5890
西 医 院（内・小）
手崎 ☎23-2437

正岡外科胃腸科医院（外）
栗原西１ ☎23-5255

森田歯科クリニック
東御所 ☎24-0660
古 川 歯 科 医 院
美ノ郷 ☎48-2666

森 本 医 院（内）
☎22-5009

（内・小）くさか整形外科（外）
美ノ郷 ☎48-4870

久 山 内 科 医 院
久保２ ☎37-3134

ほ て い や 歯 科
新高山２ ☎56-0821
吉 田 歯 科 医 院
東久保 ☎37-1892

三 宅 医 院（外）
向島 ☎44-1048

お ぐ ら 小 児 科（小・内）
高須 ☎20-2370

美ノ郷
土 橋 内 科 医 院（内）

☎48-4114
石 井 歯 科 医 院
山波 ☎46-4478

徳 毛 外 科 医 院（外）
新浜１ ☎25-2233

梶山小児科医院（小・内）
西御所 ☎22-4083

古 島 整 形 外 科（外）
高須 ☎20-2222土堂２

湯 浅 内 科（内）
☎23-7070

板 阪 歯 科 医 院
高須 ☎55-0007

土本ファミリークリニック（小・内）
向島 ☎44-0246

高 亀 医 院（内）
☎37-3102

新浜２
（小・内）か な も と 医 院（外）

門田 ☎23-4677
か な も と 医 院
門田 ☎23-4677

福 原 内 科 医 院（内）
☎22-5500

日時　11月11日㈭13：30～15：00
場所　尾道市立市民病院新館４階大会議室
内容　「パーキンソン病患者さんのための理学療法」
　　　講師：唐川真梨菜さん（市民病院理学療法士）
　　　「パーキンソン病との上手なつき合い方」
　　　講師：山脇泰秀さん（市民病院内科医師）
対象　パーキンソン病患者とその家族等
問い合わせ先
　広島県東部保健所保健課（☎0848-25-2011）

　国では食育基本法によ
り毎月19日を、広島県では
広島県食育基本条例によ
り10月19日を「食育の日」
と定めています。
　皆さんも「食育の日」に
ちなんで、次のことを大切
にしていきませんか。

大切にしたいこと
★毎月19日は、なるべく残業を減らして早く家に帰り、
家族で食卓を囲みましょう。
★食事中はテレビやＤＶＤを消して、会話を楽しみま
しょう。
★食べ物の旬や、生き物の命をいただく感謝の心、行事
食、郷土料理についてもお話ししましょう。
問い合わせ先　健康推進課（☎0848-24-1962）

●１歳６カ月児健康診査
◇11月16日㈫受付13：30～14：30
対　象　平成21年１月～４月生まれ
持参物　母子健康手帳、尿、診査票等
●もの忘れ何でも相談室（要申込）
◇11月18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へ
　（☎0848-76-2495）

毎月19日は「食育の日」です毎月19日は「食育の日」です パーキンソン病教室パーキンソン病教室

　男性のみの料理教室で、食の自立を目指しませんか。
日時　11月17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
持参物　米一合、エプロン、三角巾、手拭タオル
参加費　500円程度（予定）　申込期限　11月10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）

さすが会～男の料理教室～さすが会～男の料理教室～



14 広報おのみち・平成22年10月

　日本脳炎の定期接種に関する国の省令が、平成22年８月27日に次のとおり変更されました。
①第２期定期接種が再開　対象年齢　９歳～12歳　接種回数　１回
②第１期定期接種 (初回２回、追加１回)計３回が完了してない人は、９歳
～12歳（第２期対象年齢）で、残りの日本脳炎の回数を定期接種として無
料で受けることができます。
　接種を希望するときは、接種記録の確認が必要なため、接種医療機関で母子健康手
帳を必ず提示してください。（残りの接種回数は、任意接種の回数も考慮して良い）
※現在７歳６カ月～８歳の人は法定接種の対象ではありませんが、今後９
歳～13歳未満までの間に１期定期接種の残りを受けることができます。
※13歳以上の人は今回の改正の対象ではありません。
※平成22年４月から、３歳児へは１期初回の積極的勧奨を行っています
が、これ以外の１期対象年齢の人も接種できます。
問い合わせ先　健康推進課（☎0848-24-1962）

　この病気は、マダニに刺されること
によって感染し、人から人への感染は
しません。広島県では、尾道市で初めて
の患者が報告され、その後、尾三地域を
中心に患者が発生しています。
【症状】ダニに刺されてから２～８日
たってから頭痛や寒気を伴って急激
に38度～40度の発熱があります。その
後、全身に痛みも痒みもない米粒から
小豆大の赤い斑点が出ます。斑点は、
手足に多く手のひらにも出ます。

【予防するために注意すること】農作業
やレジャーで森林に立ち入る場合
は、次のことに気をつけましょう。

①皮膚の露出をできるだけ少なくしてダ
ニの付着を防ぐ。

②肌が出る部分には防虫スプレー等を
噴霧する。

③作業後、帰宅後はすぐに入浴して、か
らだを洗って付着したダニを落とす。

　日本紅斑熱は、適切な治療を行わな
いと重症化する場合もあります。早期
の受診が重要です。
問い合わせ先
　健康推進課（☎0848-24-1962）

　生後３カ月過ぎのお子さんは、ポリオのワクチンを受けましょう。（ＢＣＧ接種
がすんでいないお子さんは、なるべくＢＣＧワクチンを優先させてください。）
期間　10月中（医療機関により実施日が異なります。）
場所　ポリオ予防接種委託医療機関
　　　（詳しくは４月号またはホームページをご覧ください。）
対象　３カ月～７歳６カ月未満で２回接種を受けていない子
料金　無料
問い合わせ先　健康推進課（☎0848-24-1962）

　今年度のインフルエンザ予防接種は、季節性インフ
ルエンザの「Ａ型」と「Ｂ型」そして「新型インフルエン
ザ（Ａ/Ｈ1Ｎ1）」の３つを一度に接種できる「インフル
エンザHAワクチン（３価ワクチン）」を接種します。
　新型インフルエンザだけの接種を希望する場合は、
「A/H1N1（１価ワクチン）」の接種もできます。
接種期間　10月１日㈮～ 平成23年３月31日㈭
接種場所　市内のインフルエンザ委託医療機関（市民
税非課税世帯・生活保護世帯・高齢者の人で、市外で
接種を希望する場合、健康推進課へ問い合わせをし
てください。）
□高齢者インフルエンザ予防接種について
対象　次の①②③の項目すべてに該当する人
①接種日に年齢が満65歳以上で、予防接種を希望する人
②尾道市に住民票がある人および外国人登録をしてい
る人　
③接種歴を、尾道市が予防接種台帳に保有することを
ご了承いただける人
※満60歳以上65歳未満の人で「心臓・腎臓・呼吸器の機能
に自己の身辺の日常生活活動が極端に制限される程
度の障害を有する人、およびヒト免疫不全ウイルスに
より免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の
障害を有し、かつ上記の②と③の両方に該当し医師
の証明（無料）がもらえる人」は接種対象になります。

かかりつけ医に相談してください。
接種料金　１回1,000円（一人１回のみ）
□高齢者以外のインフルエンザ予防接種
　について
対象　尾道市に住民票がある人および外国人登録をして
いる人で、インフルエンザの予防接種を希望する人
接種料金　接種医療機関へお問い合わせください。
□インフルエンザ予防接種自己負担金免除申請について
　□と□の接種希望者のうち、市民税非課税世帯の人
と生活保護世帯の人は、自己負担金免除申請を行い、接
種時に無料券を医療機関に提出すれば、無料で接種で
きます。接種する前に、印鑑を持参して最寄りの申請窓
口で申請をしてください。
※同一世帯以外の人が申請する場合、「委任状」が必要
です。（申請書と委任状は、申請窓口または健康推進
課ホームページからダウンロードしてください。）

【受付期間と申請窓口】（※受付は、平日の17：00まで）

インフルエンザの予防接種が始まりますインフルエンザの予防接種が始まります

日本脳炎の第２期定期接種を再開します日本脳炎の第２期定期接種を再開します 日本紅斑熱という病気を
知っていますか
日本紅斑熱という病気を
知っていますか

10月はポリオワクチンの経口予防接種の月です10月はポリオワクチンの経口予防接種の月です

1

2

3
1 2

申請窓口　健康推進課（総合福祉センター１階）
　　　　　各保健センター・各支所（御調支所を除く）
受付期間　10月１日㈮～平成23年３月31日㈭
申請窓口　高齢者福祉課前ロビー（市役所１階）
受付期間　11月１日㈪～ 12月28日㈫
問い合わせ先　健康推進課（☎0848-24-1962）
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4

　皆さん子育てで悩んだことはありませんか。また妊娠、
出産に関して不安を抱えていませんか。これらは誰も一
度は経験することです。そんな場合、自分一人で悩みを
抱え込んでしまったり、周囲に八つ当たりしたり、悪い
とは思いながらも思わず子供に手が出てしまったりす
ることがあるかもしれませんね。しかし、虐待には暴力
からネグレクト（育児放棄）までいろいろありますが一
朝一夕に起こるわけではありません。また一方的にその
親が悪いわけでもありません。ちょっとした問題がたく
さん積み重なって最終的には最近マスコミをにぎわせ
ているような虐待に発展するようです。さらに虐待は次
の世代、すなわち虐待された子供たちにも影響するとも
いわれており、この連鎖を断ち切るために国や県、日本
医師会などに対策委員会が発足しています。
　尾道市医師会では平成11年度から少子化対策等委
員会を立ち上げ、平成18年度からは子育てに関するさ
まざまな問題を協議し対処するために「エンジェルプ
ロジェクト」を開始しています。構成メンバーは、尾道
市医師会理事、産婦人科医師、小児科医師、市職員（健康
推進課、子育て支援課）、助産師、民生児童委員、社会福

祉協議会などです。
　妊娠中から就学前の子供を育てている母親を対象に
子育て支援を行い、虐待の芽を早期から摘むために、母
子手帳発行時、分娩前、産科入院中、１カ月健診時、1歳
６カ月児健診時、３歳児健診時にアンケートを実施し、
子育てに関する不安の状況を把握して新生児訪問や子
育て相談に役立てています。さらに、平成22年度から
は小児科医師と市健康推進課の担当者が連携して５歳
児発達相談を始めました。個別に助言や指導すること
により保護者や保育士・幼稚園教諭の不安を解消し、
就学にむけて早期から適切な環境づくりや対応がとれ
るように対処しています。
　皆さんも妊娠出産や子育てに不安や悩みがあれば、
総合福祉センター内の健康推進課や旧筒湯小学校内の
子育て支援センター、かかりつけの産婦人科や小児科、
尾道市医師会の担当理事にお気軽にご相談ください。
また、お話がしにくいようでしたら地区の主任児童委
員の方にご相談いただくという方法もあります。
　私たちは地域のみんなで支える、安心の子育て、母子へ
のサポート、虐待防止のプロジェクトを目指しています。

エンジェルプロジェクト

問い合わせ先　尾道市医師会（☎0848-25-3151）
「尾道市医師会だより」は、尾道市医師会の活動や医療、保健に関するさまざまな情報を提供するコーナーです。（年２回掲載予定）

大腸がん検診を受けましょう大腸がん検診を受けましょう ～集団健診の大腸がん検診を追加～
早期発見・早期治療で90％以上が完治

　大腸がんは進行するまで気づきません。
　40歳以上になったら毎年１回、まずは簡単な便潜血検診をしましょう。
●大腸がん検診

●集団健診（総合健診）　受付時間　8：30～10：00

※１　子宮頸部・乳がん検診を除く（１月13日㈭受診可）

検診方法

医療機関

集団健診

1,300

600

400

200

200

200

日にち

69歳まで 70～74歳 75歳以上
事前に医療機関に問診票・採便容器等
取りに行く。受診日に持参

対象：尾道市民で平成23年３月31日
時点で40歳以上の人

特定健診、後期高齢者健診、が
ん検診（胃・肺・大腸・子宮頸
部・乳・前立腺）、肝炎ウイルス

がん検診（大腸・乳）
※２　乳・子宮・大腸がん
が受診できます。
検診時間など詳しくは
10日前に郵送で連絡し
ます。

※申込は郵送またはEメール・直
接窓口受付です。
　詳しくはお問い合わせください。

事前予約。健診の10日前に問診票・採
便容器等を郵送。健診日に持参

場　所

自己負担金（円）

申込期限 健診内容

●集団健診（単独・大腸がん検診追加）　受付時間　９：00～11：00
日にち 場　所 申込期限 健診内容

12月２日㈭
12月14日㈫
12月15日㈬

１月13日㈭
１月14日㈮
・19日㈬・20日㈭
２月３日㈭
２月４日㈮
２月９日㈬

12月10日㈮

12月17日㈮

吉和公民館※２

総合福祉センター

芸予文化情報センター
御調保健福祉センター
総合福祉センター

10月20日㈬

11月12日㈮

吉和公民館※１

尾道市民センターむかいしま

【受診者の声】
◇大腸がんって自分には関係ないと思って
いたけど、便の検査だけで安価で安心を得
られるのでおすすめです。（40代女性）
◇便潜血検査を受けたら「精密検査が必
要」との結果でびっくり。その後大腸内
視鏡検査で早期の大腸がんが見つかり
ましたが、完治しました。検診を受けて
よかったと実感しました。（60歳男性）

問い合わせ先
　〒722-0017 尾道市門田町22-５
　健康推進課（☎0848-24-1962）
　kenko@city.onomichi.hiroshima.jp
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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）

一時多量ごみは持ち込みで

　実施する地区は、直接、尾道市クリーンセンター（仮置き場）へ持ち込んでください。

　庭木剪定の季節になりますが、枝木等をごみステーションに出すのは、一度に２～３袋までにしてください。
他の人の草木ごみと区別するため、袋に名前を書いてください。
　多量の草・枝木・家の片付け・引っ越し等、家庭から出る多量ごみは、直接クリーンセンターに持ち込んでください。

秋のシティクリーニング　10月24日㈰８：30～12：00

■浄化槽の正しい使い方
①水はきちんと流す（トイレの洗浄水は、必要量を
流してください。）
②専用のトイレットペーパーを使う（水に溶けにく
い新聞紙、タバコの吸がら、紙おむつなどは絶対
に流さないでください。）
③便器の清掃はぬるま湯で行う（劇薬などを使うと
浄化槽内の大切な微生物が死んでしまいます。）
④適切な配管接続を行う（雨水や工場排水が流入す
ると浄化能力が無くなり、十分な浄化ができなく
なります。）
⑤連続運転を行う（ブロワーの電源を切らないでく
ださい。）
⑥浄化槽の上はいつもきれいにしておく
⑦排気管、送気口をふさがない
⑧放流水の色・臭いに注意する（異常がある場合は、
保守点検業者に連絡してください。）
⑨台所からの野菜くずや天ぷら油を流さない
問い合わせ先　清掃事務所（☎0848-48-2900）

■保守点検・清掃は定期的に
①定期的に保守点検をしてください。
　浄化槽の保守点検は機械の点検・補修や消毒剤の
補給などを行います。
②清掃を必ず行ってください。
　浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業を
行います。
■指定検査機関の定期検査を受けてください
　浄化槽の使用開始後３カ月を経過した日から５
カ月の間に（７条検査）、その後は年１回（11条検査）
を県知事が指定した次の検査機関が実施する法定
検査を受けなければならないことが、浄化槽法で義
務づけられています。
●㈳広島県環境保全センター（☎082-849-6411）
　※５年に１回のガイドライン検査
●㈳広島県浄化槽維持管理協会（☎082-546-2168）
※５年に４回の効率化検査
※10人槽以下の浄化槽の場合、平成22～25年度は効
率化検査となります。

10月は浄化槽月間～浄化槽は維持管理が大切です

費用：350円、持参物：裁縫道具
（リサイクル教室　御調10：30～、因島・瀬戸田13：15～）
10／23㈯10：00～15：00　尾道市民センターむかいしま　
※11／６予定の出張販売は「むかいしま健康まつり」の開催に
　あわせて変更します。この日はリサイクル教室はありません。
11／５㈮10：00～15：00　道の駅クロスロードみつぎ
11／９㈫10：30～15：00　因島総合支所前駐車場
11／10㈬10：30～15：00　瀬戸田市民会館前駐車場

出張販売＆リサイクル教室
「干支の小物をつくろう」

10／23㈯
11／ 5 ㈮
11／ 9 ㈫
11／10㈬

費用：350円、持参物：裁縫道具
（リサイクル教室　10：00～）
10/22㈮９：00～12：00　ゆきひろメイト店

出張販売＆リサイクル教室
「クリスマスの小物をつくろう」

10／22㈮
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10／17㈰
13：30～

費用：500円、定員：10人、持参物：エプロン
クリスマスのトールペイント10／20㈬

10：15～15：00

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11／４㈭

13：30～15：00

感謝セール～10月20日はひとまわり
ふたまわりでリサイクルの日です～
「リサイクルの日記念　食器のセール」

10／19㈫
～24㈰

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10／20㈬

13：30～14：30

11／７㈰
10：00～15：00

費用：800円、定員：10人
持参物：１リットルの牛乳パック４個、筆記用具

牛乳パックでロールペーパーケースをつくろう10／21㈭
10：15～13：00

※出店希望の人は、リサイクルセンターへ
申込（出店料1,000円）

フリーマーケット
～毎月第１日曜日はフリーマーケットの日です～

(☎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

11月３日（文化の日）は、ごみの収集はありません。
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点滴パック・チューブ・注射器は、容器包装プラスチックではありません！
　「容器包装プラスチック」の中に、点滴パック・チューブ・注射針など危険な
異物が混ざっています。危険な異物が混ざると、リサイクルの重大な支障とな
り、また作業員がケガをする危険もあります。点滴パック・チューブ・注射針は
「容器包装プラスチック」に絶対に入れないでください。
◎旧尾道・御調・向島地区では
　在宅医療ごみは衛生的に処理するため、「出し方」通りに「燃やせるごみ」に
出してください。注射針は感染の危険があるため収集できません。医療機関へ
返してください。
腹膜透析パック・点滴パック・点滴チューブ・注射器（すべて針なし）の出し方
（旧尾道・御調・向島地区）

容器包装プラスチックに入っていた
「点滴パック、注射器、インシュリン
注射針」。これらは「容器包装プラス
チック」ではありません。

収集した「容器包装プラスチック」
は手作業で選別しています。

※注射針は収集で
きませんので、
医療機関へ返し
てください。

ビニール袋に入れる ダンボール箱に入れる 箱の上に「医療ごみ」と書く

医療ごみ

※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 10／24㈰　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

10／24㈰　８：30～12：00

11／７㈰　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
【11/５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。

未登記道路等整理事業

未登記道路等の登記整理を
行っています
未登記道路等の登記整理を
行っています

農業経営実態調査

農地利用に関する
意向について
お聞かせください

農地利用に関する
意向について
お聞かせください該当する土地があればご連絡ください。

　本市では、住みよいまちづくりのため、皆さんの大切な土地をお譲り
いただき、道路改良や河川改修等の公共事業を実施しています。
　そうした中で、お譲りいただいた土地については、市に所有権移転登記
を行って、適正な財産管理に努めていますが、過去にお譲りいただいた土
地の一部について、登記が未了（未登記）となっている土地があります。
　このため、未登記物件の権利者をはじめ、関係する皆さんのご協力を
いただいて、未登記の解消に取り組んでいます。
【注意事項】
①登記原因は寄附による整理とさせていただきます。
②登記整理するための書類は実印での押印、印鑑証明書の添付が必要に
なります。（なお、相続が発生している場合は、相続人全員の承諾が必
要になります。）
③登記簿の面積は、正確な面積に更正して分筆するため、面積および固
定資産税が増える場合があります。
④寄附する土地に抵当権等、その他の権利がある場合は、あらかじめ当
該権利を消滅させてください。
⑤境界については、関係者が確認し、確定してください。
問い合わせ先　用地課（☎0848-25-7252）

　平成21年12月から「新たな農地制度」
がスタートしました。改正農地法等
は、食料の安定供給を図るための重
要な生産基盤である農地について、
転用規制の厳格化等によりその確保
を図るとともに、農地の貸借に係る
規制の見直し等によりその有効利用
をすることを目指しています。
　農業委員会では、市内農地の有効
活用を図るため、農地の現状、今後の
農地の利用方針や農業経営に関する
考えをお聞きする調査を行います。
　農地をお持ちの皆さんには、農業
委員会から調査表を郵送しますの
で、ご協力よろしくお願いします。
問い合わせ先
　農業委員会事務局（☎0848-20-7480）
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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。

日　時　12月５日㈰９：00～11：30（受付８：15～）
場　所　みつぎいこい会館（開・閉会式）
　　　　いきいきロード（競技）
コース　マラソンの部（３㎞コース、５㎞コース）
　　　　ウォーキングの部（2.2㎞コース）
参加料　マラソンの部　一般500円、小・中学生300円
　　　　ウォーキングの部　200円（当日受付で支払）
申込方法　11月19日㈮までに、御調町内の各公民館ま

たは御調支所、長者原スポーツセンターに
ある申込書に記入のうえ申込

申込・問い合わせ先
　御調町体育協会事務局（市公民館　☎0848-76-2323）
　御調支所住民課（☎0848-76-2111）

日　時　11月28日㈰開会式９：30～
　　　　　　　　　部門別スタート10：30～
場　所　因島内コース（北部）　※小雨決行
競技部別　一般の部、高校の部、中学校男子の部
　　　　　女子の部、小学生の部、一般２部
参加料　一般の部・一般２部：１チーム3,000円
　　　　その他の部：１チーム1,000円
申込期限　11月５日㈮
申込・問い合わせ先　因島体育協会事務局
　（因島瀬戸田地域教育課内　☎0845-26-6206）

日　時　11月28日㈰９：00～（受付８：30～）
場　所　びんご運動公園健康スポーツセンター
競技部門　６人制・４人制ソフトバレーボール
申込方法　11月５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）
　　　　　※尾道ライフソフトバレーボール連盟ホー

ムページからダウンロード可
参加料　１チーム2,000円（代表者会議で徴収）
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）

10月16日㈯
23日㈯
24日㈰
30日㈯
31日㈰

11月３日㈷
６日㈯
７日㈰
13日㈯
14日㈰

平成22年度広島県改良普及協会ソフトバレーボール大会
全日本ユースU-15広島県大会～17日
第40回広島県高等学校定時制通信制種目別選手権大会
第22回広島県専門学校軟式野球大会秋季大会
第７回びんご地区ジュニアリーグU-11
第48回広島県東西対抗剣道大会兼第59回広島県連盟対抗剣道大会
ダンスパーティ、24日／尾道市秋季ダブルステニス大会、24日
第８回広島県学童軟式野球大会／広島県社会人サッカーリーグ2部
第13回びんご地区社会人リーグ、31日、11月３日
平成22年度尾道市中学校秋季総合体育大会陸上競技の部・ソフトテニスの部・
バスケットボール部（～24日）・サッカーの部（～24日）・野球の部（～24日）
スナッグゴルフ練習会
高校サッカー選手権大会２次リーグ
小体連東部陸上記録会
小体連南部陸上記録会
第６回福山南ライオンズ旗争奪小学生バレーボール大会～31日
ＪＣ交流会／第63回広島県高等学校テニス新人大会～31日
フェニックス交流大会
高校サッカー選手権大会準々決勝
広島県社会人県東部サッカーリーグ戦
高松市医師会尾道市医師会親善野球大会
全関西中学校バスケットボール交歓会尾三地区予選会
ポラーノカップスナッグゴルフ予選会
第24回中学区対抗ソフトテニス交歓大会団体戦
尾道少年野球連盟卒団大会
第5回びんご地区ジュニアユースリーグＵ-14
平成22年度広島県高等学校新人バドミントン大会兼第38回全国高等学校選抜バドミントン大会広島県予選会～７日
第3回西日本ジュニアＳ選手権Ｕ-11～7日
第57回広島県高等学校ソフトテニス新人選手権大会兼全国選抜大会県予選兼広島県高等学校インドア選手権大会～７日
尾道リトルシニア体験入団及び説明会
坪生ファイターズ卒団記念親子大会
平成22年度尾道市スポーツフェスティバル第９回市民グラウンド・ゴルフ親善大会
因島瀬戸田町陸上記録会／JLTF B級C級D級ダブルス大会DC級
JLTF B級C級D級ダブルス大会B級
プログレスリーグＵ-15 2010／クラブユース選手権県大会U-14予選リーグ
第31回全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会広島県予選大会～14日
第7回ロータリー全国選抜野球大会～14日
第12回尾三地区一般バスケットボール大会
尾三地区陸上記録会／第5回びんご地区ジュニアリーグＵ-9／第13回社会人リーグ

10月16日㈯

17日㈰

23日㈯

24日㈰
26日㈫
27日㈬

30日㈯

31日㈰

11月３日㈷

６日㈯

７日㈰

11日㈭
12日㈮

13日㈯

14日㈰

2010尾道ジュニアバレーボールリーグ戦～17日
尾道市中学校秋季総合体育大会卓球の部
2010年度尾三地区リーグ戦（男子の部開幕戦）
第６回福山南ライオンズクラブ旗争奪小学生バレーボール大会～31日
スポーツダンス交流会、11月３日
ジュニア親睦バドミントン大会
尾三地区ミニバスケットボール連盟ルーキーズリーグ
尾道家庭婦人バレーボール大会下期リーグ戦
2010尾道ジュニアバレーボール練習試合
静友会ビーチバレーボール大会

参加者募集
第8回みつぎ・いきいきマラソン大会第8回みつぎ・いきいきマラソン大会

第64回いんのしまフラワー駅伝競走大会第64回いんのしまフラワー駅伝競走大会

平成22年度尾道市スポーツフェスティバル
第23回市民ソフトバレーボール大会
平成22年度尾道市スポーツフェスティバル
第23回市民ソフトバレーボール大会

11月17日㈬は停電作業のため、終日休園となります。
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Inf
ormation

お知らせ

募　集
☎ 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

住宅手当緊急特別措置事業

　今日の厳しい雇用情勢に対応す
べく、平成19年10月１日以降に離職
した人で就労能力および就労意欲
のある人のうち、住宅を喪失してい
る人または喪失するおそれのある
人に対して、住宅手当を支給し就労
機会の確保に向けた支援を行って
います。
　詳しくは、お問い合わせください。
　社会福祉課保護係（☎0848-25-7126）
　因島福祉課福祉係（☎0845-26-6209）

平成23・24年度尾道市建設工事
等入札参加資格審査申請受付

　平成23・24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。
■電子申請（「電子入札等システム」
を利用した申請）
受付期間　11月１日㈪～19日㈮
　９：00～17：00（土・日・祝日を除く）
添付書類　11月26日㈮までに、市ホーム
ページで示している書類を県庁建設産
業課および契約管財課に提出（必着）

■書面による申請
受付期間
　市内業者：11月29日㈪～12月８日㈬
　市外業者：12月９日㈭～14日㈫
　８：30～12：00、13：00～17：00
　（土・日曜を除く）
受付場所　市役所３階第３会議室

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・ＣＤ等の電子デー
タとその内容を印刷した申請書を
添付書類と併せて提出。市外業者
に限り郵送可（締切日必着）

　　契約管財課契約係
　（☎0848-25-7282）

平成23・24度物品購入等
入札参加資格審査申請受付

　平成23・24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。
受付期間　11月29日㈪～12月17日㈮
　８：30～12：00、13：00～17：00
　（土・日曜を除く）
※郵送の場合は12月17日㈮必着
受付場所　市役所３階第３会議室
※12月15日㈬～17日㈮は市役所４
階財務課で受付
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（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）

宝くじの助成金で整備

　㈶自治総合センターでは、宝くじ
の売上金の一部を活用してコミュ
ニティ助成事業を実施しています。
　この度、本事業により、吉和地区
自主防災会に炊き出し器や投光器
等の防災資機材が整備されました。
　吉和地区自主防災会は、地域全体
で防災に取り組んでおり、今後もこ
の度整備した資機材を活用した訓
練などを行い、地域の防災力の向上
を目指します。

新浜フェリー乗場駐車場使用者募集

施設名　新浜フェリー乗場駐車場　
　（尾道クリニック南側）
場所　新浜二丁目10地先
募集区画（台数）
　４区画（４台）軽自動車専用
使用料　１カ月5,000円
　　港湾振興課（☎0848-22-8158）

県営住宅入居者募集

募集住宅　尾道市内の県営住宅のう
ち、新たに空き家が生じた住宅

受付期間　10月27日㈬～29日㈮
受付時間　８：30～17：00
※募集住宅・申込方法等については、
10月19日㈫から配布する申込みの
しおりおよび募集一覧をご覧くだ
さい。

　堀田・誠和共同企業体住宅管理セ
ンター（☎0848-24-2277）

因島技術センター安全体感研修
「秋季定期開講」受講生募集

　日常作業に起こりうる「労働災
害」を実際に体感できる新しい安全
教育です。どなたでも（造船業以外
でも）受講できます。
期間　11月８日㈪～12日㈮
時間　①８：30～②13：00～
　（３時間30分程度。１日２回実施）
場所　因島技術センター安全体感施設
　（Hitz日立造船株式会社因島工場内）
内容　高所危険体感、回転体危険体
感、電気危険体感、玉掛危険体感
など25項目の危険を体感
受講料　3,150円
※一人から受講可。受講日程は調整
することがあります。
※上記の日程のほか、10人以上の申
込で、随時開講します。詳しくは
お問い合わせください。
　　因島技術センター運営協議会事務局
　（因島総合支所しまおこし課内
　☎0845-26-6212）

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）
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催　し
第３回おのみちスローフードフェア
～おいしいものは おのみちにある～

　おのみちのおいしいものを見て、
買って、味わってみませんか。
日時　11月７日㈰９：00 ～14：00
場所　ＪＡ尾道市ええじゃん尾道
尾道店敷地内（東尾道13-１）
内容　オープニングイベント：高須
幼稚園「ええじゃんSANSA・が
り」、尾道産の農林水産物販売、地
元食材を使った料理販売、体験イ
ベント、地元食材を使った「てっ
ぱん」創作料理、食育に関する展
示など、共催イベント「わがまち
自慢の風土フードコンテスト、環
境まつり」同時開催
　おのみちスローフードまちづく
り推進協議会事務局（農林水産課
内　☎0848-20-7527）

第５回環境まつりinおのみち

　市民、行政協働による総合型環境
イベントです。地球温暖化防止活動
の取り組みや市民団体などのブー
スもあり、楽しく環境についてふれ
あえるイベントとなっています。
日時　11月７日㈰９：00～14：00
場所　JA尾道市ええじゃん尾道
尾道店敷地内（東尾道13-１）
※上記スローフードフェア会場内
内容　「緑のカーテンコンテスト」
表彰式、ゴーヤを使ったてっぱん
料理の試食会、小・中学生対象の
フードマイレージや地球温暖化
防止についてのゲームコーナー
（エコグッズが当たる！）、尾道市
環境美化功労者表彰、尾道市環境
標語優秀作品表彰、展示コーナー
（緑のカーテン・尾道市環境標語）、
分別戦隊エコレンジャーショー
　環境政策課（☎0848-25-7430）

ぷらっと尾道～ウォーキングツアー
～あなたも一日観光客～

　観光ボランティアガイドと一緒に、
市内のお宝発見巡りをします。第二弾
は「３分間の船旅　向島そぞろ歩き」
です。どなたでも参加できます。
日時　11月21日㈰９：00～12：00予定
　　（受付８：30～）※小雨決行
集合場所　尾道駅前（向島小浦渡８：45受付）
主なコース　吉原家住宅⇒向島洋
らんセンター⇒兼吉（天候等によ
り変更する場合あり）
参加料　100円（保険料等）
申込方法　11月17日㈬までに「住
所、名前、生年月日、連絡先」を電
話またはＦＡＸで申込
※飲み物をご持参ください。動きや
すい服装で。渡船代金（200円）等
は自己負担
　　㈳尾道観光協会
　（☎0848-37-9736　0848-37-7525）

第54回尾道菊花展

　尾道菊花同好会による全国トッ
プレベルの菊花壇を展示します。
期間　10月23日㈯～11月14日㈰
時間　９：00～17：00
場所　千光寺公園（ふれあい広場）
■オープニングセレモニー
日時　10月23日㈯11：00～
内容　門田保育園・ゆめはうす園児
によるソーラン節披露
■併設イベント
　市立美術館「小林和作展－収蔵コレ
クションで辿る開館30年の歩み－」

　観光課（☎0848-25-7184）

第5回手づくり「尾道門前市」

日時　10月31日㈰10：00～16：00
場所　妙宣寺（雨天時は大広間で開催）
内容　ハンドメイドの小物（手芸・
雑貨・フェルト・陶芸など）の展
示・販売市
催し　とうふるーと（ちくわ笛）によ
る演奏、happy place（広島）ミニラ
イブ、上下町天領花乱舞披露、オー
ガニック香水＆ミスト作り体験
会、デコパーツ手作り体験会ほか
　尾道観光協会（☎0848-37-9736）

広島交響楽団
アンサンブルコンサ－ト

日時　10月16日㈯19：00～（18：00開場）
場所　圓鍔勝三彫刻美術館エント
ランスホ－ル 
前売券　一般1,500円（当日1,700円）
　　　　小・中・高校生1,000円
※チケットは圓鍔勝三彫刻美術館、尾
道しまなみ商工会御調支所で販売

　圓鍔勝三彫刻美術館
　（☎0848-76-2888）
　尾道しまなみ商工会御調支所
　（☎0848-76-0282）

平成22年度市民音楽芸能祭

■音楽祭
日時　11月６日㈯12：00～（11：30開場）
種目　合唱、オカリナ合奏、室内楽等
■芸能祭
日時　11月７日㈰11：00～（10：30開場）
種目　舞踊、詩吟、筝曲、尺八、大正琴等
場所　しまなみ交流館
内容　市内音楽芸能団体による舞
台発表
　尾道市文化協会事務局
　（文化振興課内　☎0848-25-7366）

各地区の文化祭

■瀬戸田地区文化祭
展示系：絵画、書、陶芸、文芸など
期間　10月30日㈯～31日㈰
時間　９：00～17：00（31日は16：30まで）
舞台系：合唱、舞踊、詩吟、和太鼓など
日時　10月31日㈰12：00～
名画鑑賞会
日時　10月30日㈯14：00～21：30
場所　瀬戸田市民会館ほか
※名画鑑賞会のみ有料
■御調地区文化祭
展示系：絵画、書、華道、木彫、陶芸など
期間　11月13日㈯～14日㈰
時間　９：00～16：00（14日は15：00まで）
舞台系：合唱、舞踊、洋舞など
日時　11月13日㈯12：00～
場所　みつぎいこい会館、御調文化会館
　尾道市文化協会事務局
　（☎0848-25-7366）
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おのみち文学の館「文学記念室」
行友李風特別展

期間　11月13日㈯～12月26日㈰
時間　９：00～17：00（入館は16：30まで）
※11月中は無休、12月からは火曜休館
内容　直筆原稿、書籍などの資料や
写真など作家ゆかりの品を展示
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）

尾道商業会議所記念館広場の
イベント

■まちなか♪フリーマーケットin尾道2010
日時　10月17日㈰９：30～15：00
　尾道市商店街連合会
　（☎0848-23-5001）
■赤ちゃんレース
日時　10月17日㈰11：00～
　子育て情報局おのみちしるべ
　（☎090-9464-5135）

尾道商業会議所記念館
おのみち「てっぱん」パネル展

期間　開催中、平成23年３月30日㈬まで
※第14回企画展示「尾道企業家列伝
Ⅱ」（開催中、10月27日㈬まで）は
中３階に移設しました。
※平成23年３月24日㈭までは、木曜
も特別開館します。
　尾道商業会議所記念館
　（☎0848-20-0400／10：00～18：00）

人権文化講演会

日時　10月22日㈮
　19：00開演（18：30開場）
場所　御調文化会館
演題　差別のない社会をめざして
　～『橋はかかる』～
出演　栗原 美和子さん
　（テレビプロデューサー・作家）
　尾道市人権文化センター
　（☎0848-37-2631）

おのみち公民館いきいき講座

日時　10月30日㈯10：00～12：00
場所　長江公民館
内容　講話・ワークショップ「路上
観察的街歩きのすすめ」
講師　山﨑　学さん（広島路上観察倶楽部）
※歩きやすい服装でご参加ください。
持参物　デジタルカメラ
　中央公民館（☎0848-44-0683）

文化財総合的把握モデル事業

■歴史文化リレー講演会
　平成20年度から各地域で実施し
ている文化財調査や各地域の歴史
と文化について、リレー形式で講演
会を行います。また、今年度策定予
定の尾道市歴史文化基本構想につ
いても説明します。
日時　10月22日㈮19：00～20：30
場所　因島市民会館会議室
演題　水軍の城跡
講師　今井 豊さん（尾道市文化財保護委員）
■近代化遺産めぐりバスツアー
　尾道には、明治～昭和初期に建て
られた近代化遺産が存在します。こ
れらをバスでめぐり、尾道の歴史や
魅力を再発見してみませんか。
日時　11月７日㈰９：30～16：00
集合場所　９：30公会堂前
見学場所　大浜埼灯台記念館、旧尾
道銀行本店、旧住友銀行尾道支
店、久山田貯水池堰堤など
申込方法　10月29日㈮までに電話で申込
　　文化振興課（☎0848-25-7312）

子育て支援講座
♪ママさんアンサンブルコンサート♪

　フルート、クラリネット、バスク
ラリネット、バイオリン、チェロ、ピ
アノによる生演奏です。
日時　11月30日㈫10：30～11：20
場所　尾道市人権文化センター３階
大会議室
出演　ＲＩＮＧＳ
対象　０歳～未就園の親子
定員　先着親子50組
申込方法　10月15日㈮から、電話また
は直接児童館で申込（10：00～16：00）

　　北久保児童館（☎0848-20-7192）

親子のための
ゆかいなコンサート＋1

　プロの奏者と子どもたちが共演す
るゆかいなコンサートです。親子で
楽しいひとときを過ごしませんか。
日時　11月21日㈰13：30～15：10
　（13：00開場）
場所　尾道市民センターむかいしま
文化ホール
内容　動物の謝肉祭（サン＝サーン
ス）、大型紙芝居、絵本原画の展示等

対象　どなたでも
　生涯学習課（☎0848-20-8324）

第８回おのみちファミリー・
サポート・センター
研修会＆交流会参加者募集

　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。
　ファミサポでは、研修会＆交流会
の参加者を募集しています。
日時　11月９日㈫10：00～12：00
場所　尾道市人権文化センター
内容　子どもの栄養とおやつにつ
いての話、会員の活動報告、意見
交流
対象　会員および関心のある人
定員　40人
参加費　200円程度
申込期限　11月２日㈫
　　おのみちファミリー・サポー
ト・センター（☎0848-37-2415）

第９回高校生おのみち演劇祭

日時　10月24日㈰９：30～（９：15開場）
場所　しまなみ交流館
内容　尾三地区高校演劇部による

公演
　尾道市文化協会事務局
　（☎0848-25-7366）
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