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26日（水）〜28日（金）
受付時間 8：30〜17：00
※募集住宅・申込方法・申込資格な
どについては、10月18日（火）から配
布する申込みのしおりと募集一覧
をご覧ください。
堀田・誠和共同企業体住宅管理
センター（10848−24−2277）

あります。
学費等 授業料：年額118,800円、
学生寮費：年額108,000円（平成23
年度）
県立農業技術大学校
（10824−72−0094）

尾道市文化協会創立30周年記念事業

第29回尾道市文化協会
総合文化祭「いけばな」展

介護認定調査員（嘱託）募集
市では、要介護認定申請者の自宅
または医療機関等を訪問し、認定に
必要な調査を行う嘱託職員の「介護
認定調査員」を募集します。
募集人員 一人
勤務場所 因島総合支所因島福祉課
勤務時間 月〜金曜の 9：00〜15：49
応募資格 介護支援専門員、保健師、
（准）看護師、社会福祉士または介
護福祉士のいずれかの資格を有し
ている人で、車の運転ができる人
応募方法 10月20日（木）までに、市
販の履歴書と資格証明書（写し）を
提出
〒722−2392 尾道市因島土生町7−4
因島福祉課福祉係
（10845−26−6221）

県立農業技術大学校学生募集
学科 園芸課程（野菜・花き、落葉
果樹の 2 コース）、畜産課程（肉用
牛コース）
修業年限 2 年
入学資格 将来農業に従事しようと
する人と農業・農村の担い手を目
指す人で、高卒か同等以上の学力
のある人
定員 40人程度
■一般入試（前期）
願書受付 11月18日（金）〜12月 9 日（金）
試験日 12月21日（水）
■一般入試（後期）
願書受付 平成24年 2 月17日（金）
〜 3 月 8 日（木）
試験日 平成24年 3 月15日（木）
※社会人特別入試［試験日：11月18
日（金）、平成24年 3 月19日（月）］も
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期間 11月 5 日（土）〜 7 日（月）
時間 10：00〜17：00（ 7 日は15：00まで）
場所 しまなみ交流館
尾道市文化協会（10848−25−7366）

けんみん文化祭ひろしま 11
邦楽・日本舞踊の祭典
日時 10月30日
（日）10：00〜
（9：30開場）
場所 しまなみ交流館
内容 県内各地から選ばれた邦楽・
日本舞踊団体による舞台発表
けんみん文化祭尾道市実行委員会事務局
（文化振興課内 10848−25−7366）

各地区の文化祭
■瀬戸田地区文化祭
○作品展示［絵画、書、陶芸、文芸など］
期間 10月29日（土）〜30日（日）
時間 9：00〜17：00（30日は16：30まで）
○音楽・芸能発表会［合唱、舞踊、
詩吟、和太鼓など］
日時 10月30日（日）12：00〜
○囲碁将棋大会
日時 10月30日（日）9：00〜
場所 瀬戸田市民会館ほか
■御調地区文化祭
○美の祭典［絵画、書、華道、木彫、
文芸など］
期間 11月12日（土）〜13日（日）
時間 9：00〜16：00（13日は15：00まで）
○音楽・芸能フェスティバル
［舞踊、フラ、ダンス、表現など］
日時 11月12日（土）13：00〜
○囲碁将棋大会
日時 11月13日（日）9：30〜
場所 御調体育センター、御調文化会館
尾道市文化協会（10848−25−7366）

平成23年度市民音楽芸能祭
■芸能祭
日時 11月 5 日（土）10：00〜（ 9：30開場）
種目 舞踊、詩吟、筝曲、尺八、大
正琴等
■音楽祭
日時 11月 6 日（日）11：00〜（10：30開場）
種目 合唱、オカリナ、室内楽、吹
奏楽等
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 10848−25−7366）

第45回いんのしま音楽祭
日時 11月13日（日）13：00〜
場所 因島市民会館
内容 合唱、器楽、フォーク、ロッ
クなどの音楽グループの音楽発表
尾道市文化協会因島地区いんのし
ま音楽祭実行委員会
（吉田 10845−22−9146）

第10回高校生おのみち演劇祭
日時 10月23日（日）9：30〜（ 9：20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演
劇公演
尾道市文化協会事務局
（文化振興課内 10848−25−7366）

広島交響楽団
アンサンブルコンサート
日時
場所
料金

11月 4 日（金）19：00〜
圓鍔勝三彫刻美術館
大人1,500円
小・中・高校生1,000円
※チケットは下記問い合わせ先にて
販売
圓鍔勝三彫刻美術館
（10848−76−2888）
尾道しまなみ商工会御調支所
（10848−76−0282）

1電話 5ファックス

市民ギャラリーコンサート
■笑いと涙の吟遊詩人がやってくる！
リピート山中コンサート
日時 10月31日（月）
19：00〜（入場無料）
場所 しまなみ交流館
市民ギャラリー
プログラム ヨーデル
食べ放題、それぞれ
の味（さっぽろ黒ラベル）、高原列
車は行く、花の首飾り
しまなみ交流館（10848−25−4073）

都山流尺八楽演奏会
日時

11月13日（日）12：30〜16：00
（12：00開場）
場所 尾道市民センターむかいしま
文化ホール（入場無料）
内容 本曲、新曲など計15曲。本年
度より新たに加入の尾道筝 3 社中
も出演
尾道聖琳会（小川 10848−44−2964
蘇鐵 10848−22−3082）

第8回尾道文学談話会
「尾道を舞台にした作品と方言」
。
尾道が舞台となった文学作品、映像
作品の中には、尾道弁が用いられた
ものがあります。それぞれの作品の
中で実際に使われている方言をとり
あげながら、どんな尾道弁があるの
か、それは作品の中でどういう効果
を持たせるために使われているのか、
方言学の立場から考えてみたいと思
います。
日時 11月10日（木）18：30〜20：00
場所 尾道白樺美術館［尾道大学］
講師 灰谷謙二（尾道大学芸術文化
学部教授）
定員 15人
申込期限 11月 7 日
（月）
尾道白樺美術館［尾道大学］
（10848−20−7831／火・水曜休館）

電子メール

ホームページ

問い合わせ先

子どものための食育講座

はじめてのキッズ・キッチン教室
地域の旬の食材を使って、料理
を楽しみませんか。市内各地域を
回る中央公民館の出前講座です。
■御調
日時 11月20日（日）9：30〜13：30
場所 市公民館調理実習室ほか
定員 先着親子 9 組
申込期限 11月11日（金）
■因島
日時 11月27日（日）9：30〜13：30
場所 中庄公民館調理室ほか
定員 先着親子12組
申込期限 11月18日（金）
【共通事項】
対象 5 歳児・ 6 歳児（就学前）と
その保護者
内容 「食べる意味を考えよう！」
「郷土料理を作ろう！」
〜メニュー：わけぎハンバ
ーグ・雑煮ほか地域の食材
を使った郷土料理〜
※子どもはハンバーグを作ります。
保護者は郷土料理作りを体験し
ていただきます。
文学部教授）
文化振興課（10848−25−7367）

近代化遺産めぐり
近代化遺産（尾道駅、県営上屋、
土堂小学校、 西土堂の洋館つき住
宅群、旧尾道商業会議所、天春の石
垣、旧福井邸など）を徒歩でめぐり、
尾道の歴史や魅力を再発見してみま
せんか。
日時 11月 6 日（日）9：00〜12：00
集合場所 尾道駅前（南側）
申込方法 10月28日（金）までに、電
話で申込
文化振興課（10848−25−7312）

第55回尾道菊花展
文化財講座Ⅲ
日時 10月17日（月）18：30〜20：00
場所 しまなみ交流館大会議室
演題 西國寺と浄厳和尚
講師 加藤 優さん（徳島文理大学

申込・応募先

講師 有田妙子さん（おのみちス
ローフードまちづくり推進協議
会アドバイザー、元安田女子大
学家政学部准教授）
費用 一人500円
持参物 エプロン、三角巾、マス
ク、弁当箱（親子とも必要）
申込方法 各申込期限までに「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子ど
もの性別⑥アレルギーの有無」
を電話かFAXで申込（受付：平
日 8：30〜17：15。FAXの場合は
必ず中央公民館宛と明記してく
ださい。）
中央公民館（10848−44−0683
50848−44−2569）

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22日（土）11：00〜
内容 長江小学校児童によるしの笛
の演奏ほか
観光課（10848−25−7184）

因島水軍城まつり
日時 11月 6 日（日）10：00〜15：00
場所 因島史料館前広場
内容 因島村上水軍陣太鼓、いんの
しま獅子舞保存会、馬神太鼓保存
会、中庄神楽団、水軍カレー（先
着400人／100円）、体験武者（大
人400円、子ども200円／水軍城入
場券付）
因島観光協会（10845−26−6111）

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。菊花
の芳香に包まれた千光寺公園で、尾
道の秋をお楽しみください。
期間 10月22日（土）〜11月13日（日）
広報おのみち・平成23年10月
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ヨット・ウィンドサーフィン教室＆
海洋スポーツ指導者講習会
期間 10月15日（土）〜11月27日（日）の
土・日・祝日（荒天中止）
時間 午前の部／10：00〜12：00
午後の部／13：00〜15：00
場所 瀬戸田サンセットビーチ
①ヨット・ウィンドサーフィン教室
内容 ヨット、ウィンドサーフィン
の操艇方法体験
対象 小学 4 年生以上
定員 各回10人（要申込）
参加費 大人 500円、学生 300円
②海洋スポーツ指導者講習会
内容 海洋スポーツ全般の指導方法
を習得する
対象 高校生以上
定員 各回10人（要申込）
瀬戸田支所しまおこし課
（10845−27−2210）

島ごと美術館をめぐるクルー
ジング＆サイクリングツアー
秋の一日、海の上からみかんの実
る島を眺めます。生口島にたたずむ
現代アート作品をサイクリングをし
ながらめぐり、シトラスパークでみ
かん狩りをします。（雨天中止）
日時 11月13日（日）10：00〜15：00頃
場所 サンセットビーチ集合・解散
対象 一般（小学生以下は親子）
定員 先着40人程度
参加費 一人500円（昼食代・保険代）
申込方法 10月31日（月）までに電話
で申込
瀬戸田支所しまおこし課
（10845−27−2210）
バリアフリー観光まちづくり

健常者バリアフリーツアー
体験会を尾道で♪
坂のまち尾道を車椅子で旅した
り、視覚を遮って海岸通りを散歩し
たり。そんな新しい観光モニター体
験ツアーへ参加してみませんか。
日時 11月13日（日）9：30〜15：30
集合場所 しまなみ交流館大会議室
参加費 1,500円（保険料、資料代、
昼食代含む）
持参品 水筒、帽子、筆記用具など
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（動きやすい服装で）
申込方法 10月31日（月）までに、Ｅ
メールか電話で申込
おのみち地域SNS研究会
（森迫 1090−1334−3346）
（山中 1090−8065−4870）
http://p.tl/PsyF
東日本大震災チャリティイベント

第6回手づくり「尾道門前市」
日時 10月30日（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・フェルト・ビーズ・編み
物・陶芸・木工・ガラス細工・菓
子・飲み物など）の展示・販売市
※当日は義援金箱の設置や被災地向け
の支援物資
（学用品）
を受付します。
尾道観光協会（10848−37−9736）

因島フラワーセンター
秋のフラワーまつり
期間 11月 3 日（祝）〜 6 日（日）
時間 9：00〜17：00
場所 因島フラワーセンター
入園料 一般500円、中学生以下・
65歳以上の人は無料
内容 【 3 日】第 3 回フラワースケッ
チ大会（大人の部・小学生以下の
部／地元在住画家の山下さんのア
ドバイスあり）
、山下さんの似顔
絵コーナー（大人1,000円、子ども
500円）、木の実で作るクリスマス
リース＆ツリー作り体験（先着30
人・材料費1,200円）、移動図書館
車がやって来る！（図書館カード
持 参 で 貸 出 可 ）、紙 ヒ コ ー キ 教
室＆大会（50円）、ポニー乗馬体験
（200円）、地元団体ステージ、寄
せ植え体験（500円〜）
、屋台・花・
物産販売【 6 日】スケッチ大会表
彰式、除虫菊の丘植え込みワーク
シ ョ ッ プ（500円・弁 当 付 ・ 要 申
込）、ポニー乗馬体験【 3 〜 6 日
共通】先着花苗プレゼント、じょ
ちゅうぎくん風船プレゼント、ウォ
ークラリーなど
※イベント前のフラワーボランティア募集
因島フラワーセンター
（10845−25−1187）

シトラスパーク瀬戸田
みかん狩り
園内のみかんを収穫体験します。
期間 10月22日（土）〜12月11日（日）の
土・日・祝日
時間 11：00〜15：00
料金 大人 500円、小・中学生 300
円、幼児無料
※園内食べ放題・持ち帰りは 1 ㎏
200円です。ファミリー向けの小
さな園のため大人数の団体はお受
けできません。天候その他により、
中止・変更することもあります。
シトラスパーク瀬戸田
（10845−26−3030／ 9：30〜16：00／
火曜休園）

尾道ふれあいの里の催し
■尾道ふれあいの里ウォーキング大会
日時 10月23日（日）受付 9：30〜
参加費 500円
■秋祭り（カラオケ大会）
日時 11月 3 日（祝）13：30〜
内容 生バンド演奏（10人）、カラオ
ケ演奏（20人）
費用 一人2,000円（入浴券付）
※申込方法など詳しくはお問い合わ
せください。
尾道ふれあいの里
（10848−77−0177）

中央図書館の催し
■大人のための朗読会
日時 10月29日（土）14：00〜15：00
場所 中央図書館視聴覚ホール
内容 「葉っぱのフレディ」、民話
「おしらさま」「つつじのむすめ」
、
絵本「100万回生きたねこ」
、小説
「時雨みち」
語り手 しまなみ朗読会「わすれな草」
対象 中学生以上
■まちかど紙芝居
（尾道の民話に親しもう!!）
日時 11月 3 日（祝）
11：00〜11：20、11：30〜11：50
場所 尾道商業会議所記念館広場
（雨天中止）
演目 「ベッチャーまつり」「千光寺
の玉の岩」
中央図書館（10848−37−4946）

1電話 5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

向島子ども図書館の催し
■大人のための朗読会
日時 10月29日（土）10：30〜11：30
場所 尾道市民センターむかいしま
大研修室
※対象・内容は中央図書館と同様
■2011秋の読書週間イベント
「わくわくおはなしフェスタ」
日時 11月 5 日（土）14：00〜15：00
場所 尾道市民センターむかいしま
大研修室
内容 民話紙芝居とおはなし、うた
あそびなど
語り 潮風おはなしクラブ、向東小
読書サークルあひる文庫
対象 幼児・小学生向け（どなたでも）
向島子ども図書館（10848−44−0114）

尾道市に避難されている皆様へ 〜相談窓口へご連絡ください〜
災害支援専用ダイヤル 10848−25−7465
避難前にお住まいの県や市町村から、税や保険料の減免・猶予・期限
延長の通知などのお知らせをお届けできるようになります。また、被災
された皆様および被災者支援にご協力いただける皆様からのご相談をお
受けしています。（土・日・祝日を除く 8：30〜17：15）

義援金の受付を行っています
尾道市では、市役所総務課および各支所で被災した地域に対する義援
金の受付を行っています。
総務課（10848−25−7216）

瀬戸田図書館の催し

第5回おのな美（び）展

■生口島が絵本になるまで
生口島が舞台の「絵本」制作に取
り組んだ尾道大学美術科デザインコ
ースの学生の協力で、絵本ができ上
がるまでの一部始終を展示します。
期間 10月19日（水）〜11月 6 日（日）
時間 10：00〜18：00
（月・火・祝日を除く）
瀬戸田図書館（10845−27−1877）

おのなび写真部の活動を通し、尾
道の風景や祭りなどを写真で紹介し
ます 。
期間 10月22日（土）〜30日（日）
※木曜休館
時間 10：00〜17：00（30日は16：00まで）
場所 おのみち街かど文化館
尾道観光協会（10848−37−9736）

因島図書館の催し
■ふるさと尾道の風景「坂元千恵子
きりえ展」（秋の読書週間行事）
期間 10月15日（土）〜11月13日
（日）
作品 「大浜崎灯台」「長崎桟橋」
など15点
作者 坂元千恵子さん（因島土生町
生まれ。岡山きりえの会会員、日
本きりえ協会会員）
■坂元千恵子きりえ教室
第 1 回：色紙「クリスマスツリー」
日時 11月13日（日）14：00〜16：00
第 2 回：色紙「干支 辰」
日時 12月11日（日）14：00〜16：00
対象 中学生以上 定員 各回10人
材料費 各回500円（切り絵用カッタ
ー・マット貸出用あり。購入希望
者は注文受付可）
申込方法 窓口か電話で申込
■手作り大型紙芝居発表会
（秋の読書週間行事）
日時 10月30日（日）14：00〜15：00
作品 尾道の民話「西国寺の仁王さ
ま」「蛇が池の龍王さま」、「ベッ
チャー祭り」
、因島の話「久保田
権四郎」
「油屋新開」ほか
上演 星の会、ひこうき雲
※幼児は保護者同伴
■映画会 チャップリンの「キッド」
日時 11月13日（日）13：00〜14：00
場所 芸予文化情報センター多目的ホール
定員 250人
因島図書館（10845−22−8660）

第2回びんご運動公園写真教室
平山郁夫美術館の催し
■美術館セミナー「日本画を知ろう②」
日時 10月17日（月）19：00〜20：00
講師 成瀬智美（学芸員）
参加費 1,000円（入館料・飲物付）
■平山美知子さんを迎えて
アート＆トークの夕べ
はじめて夫婦で旅したアフガニス
タンの思い出を妻の美知子さんから
伺います。
日時 11月 5 日（土）18：30〜20：00
演題 アフガニスタン初めてのシル
クロードの旅
講師 平山美知子さん（平山郁夫シ
ルクロード美術館館長）
聞き手 松 哲（平山郁夫美術館研究員）
※参加無料（ただし入館料が必要）
■館長ギャラリートーク
日時 10月23日（日）13：30〜
内容 館長による出展作品の解説
平山郁夫美術館（10845−27−3800）

日時 11月 4 日（金）・11日（金）・18日
（金）
・25日
（金）13：30〜15：30
（計 4 回）
場所 びんご運動公園視聴覚室
講師 長谷俊明さん（全日本写真連
盟備後地方本部委員長）
定員 20人（随時受付）
参加費 5,000円（テキスト代含む）
持参物 デジタルカメラ
（一眼レフ・
コンパクト）、カメラの取扱説明書
申込方法 参加申込書を持参かFAX
で提出
びんご運動公園（10848−48−5446）

行政書士無料相談会
日時 10月23日（日）13：00〜16：00
場所 総合福祉センター（申込不要）
内容 各種許認可申請、相続・遺言、
成年後見、自賠責保険請求手続ほか
広島県行政書士会尾道支部
（小川 10848−48−2608）
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②秋のきもの着付け教室
期間 11月17日（木）〜12月15日（木）
■クリスマス・お正月の特別講座
時間 19：30〜21：30（全 5 回）
最近話題の枯れない花、プリザー
講師 平岡圭子さん
ブドフラワーを使ってクリスマスリ 【①②共通事項】
ースや、クリスマスアレンジメント、 対象 市内在住か勤務先のある15歳
生花で松竹梅を使ってモダンな正月
〜35歳未満の女性
のアレンジを作りましょう。
定員 先着15人
①日時 11月30日（水）19：00〜20：50
※受講料無料。利連協未登録者は
内容 【クリスマスツリー】プリ
500円
ザーブドフラワーを使って自分
因島勤労青少年ホーム
だけのオリジナルツリー、個性
（10845−24−1228／水曜休館）
的リースに挑戦！
②日時 12月 6 日（火）19：00〜20：50
尾道・因島・近隣ホーム合同
内容 【クリスマスアレンジメン
お好み焼き＆スポーツ交流会
ト】プリザーブドフラワーを使
用してクリスマスアレンジを作
日時 11月13日（日）9：00〜16：00
ります。
場所 福山自然研修センター
③日時 12月26日（月）19：00〜20：50
（ふくやま・ふれ愛ランド）
内容 【お正月のアレンジ】松竹
対象 市内在住か勤務先のある15歳
梅に千両を使ってモダンにかわい
〜35歳未満の人（学生は除く）
いお正月アレンジを作りましょう
定員 30人
講師 高尾 勉さん
参加費 1,000円（利連協未登録者は
対象 市内在住か勤務先のある15歳
別途500円）
〜35歳未満の人（学生は除く）
持参物 保険証、タオル、軍手、雨
定員 10人（ 1 回のみの参加も可）
具、運動のできる服装
花材費 2,500円（各講座）
申込方法 10月28日（金）17：00までに
※新規会員は別途登録料必要（11月
参加費を添えて申込
500円・12月400円）
尾道勤労青少年ホーム
申込期限 各開催日の 5 日前19：00
（10848−22−5396）
まで
因島勤労青少年ホーム
尾道勤労青少年ホーム
（10845−24−1228）
（10848−22−5396／13：00〜21：00）
ええじゃん！尾道子育て応援団

尾道勤労青少年ホームの催し

因島勤労青少年ホームの催し

子育て支援パワーアップ講座

■因島勤労青少年ホーム祭
■講演会
日時 10月16日（日）10：00〜15：30
日時 11月24日（木）13：30〜15：00
場所 因島勤労者体育センター・ホーム
テーマ 「わからせる」より「わかる
内容 フリーマーケット、展示（陶
こと」
芸・生け花など）
、フラダンス、バ
講師 春日耕夫さん（広島修道大学
ンド演奏
（カノン・クリスタルスノ
人間関係学科教授）
ーカラー）
、パン投げ等、抽選会、 ■交流トーク その1
友情出演「ひまり」ミニライブ
日時 11月24日（木）15：15〜16：30
※フリーマーケット出店者募集中
テーマ「親の立場に立ってみると」
①働く女性のビューティー＆メイク教室
■交流トーク その2
〜自分の美しさを再発見してみよう〜
日時 12月15日（木）13：30〜15：30
期間 10月31日（月）〜11月28日（月）
テーマ 「親子を支える人として」
時間 19：30〜21：30（全 5 回）
【共通事項】
講師 遠山久美子さん（ノエビアス
場所 総合福祉センター
キンケアメイクアドバイザー）
ほか
対象 子育て支援者と子育て中の親
教材費 1,500円（基礎化粧品10日分） ※講演会は託児あり（要申込・20組）
申込期限 10月25日（火）22：00まで
※交流トークは各開催日 1 週間前ま
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でに要申込
CAPおのみち（児童家庭支援センタ
ーまごころ内 10848−24−0556）
ひろしま教育の日ウィーク

尾道南高校オープンスクール
日時 11月 5 日（土）10：00〜12：30
内容 講座Ａ「古代文字の作品をつ
くろう〜文字のルーツをさぐって
みよう」、講座Ｂ「はかる〜箱を
作って考える」
対象 本校入学希望者・受講希望者
申込方法 電話かFAXで申込
尾道南高等学校
（10848−37−4945 50848−37−4393）

尾道特別支援学校「文化祭」
日時 10月29日（土）9：20〜14：30
場所 尾道特別支援学校体育館（栗
原町）
テーマ なかまと協力して、きずな
を深めよう
内容 ステージ発表、アトラクショ
ン
（和太鼓とドラムのユニット「我
龍−Garyu−」演奏）、作品紹介、
遊びの広場、模擬店、バザー等
尾道特別支援学校
（10848−22−5248）

三原特別支援学校
しまなみ分級「分級祭」
日時 11月19日（土）11：00〜14：00
場所 三原特別支援学校しまなみ分
級（因島大浜町）
内容 日頃の教育活動の展示、バザー、
ゲームコーナー、食事
三原特別支援学校しまなみ分級
（10845−24−1822）

国際交流イベント
着物文化＆お茶会体験
いろいろな国籍の人と着物でお茶
を楽しみながら、国際交流を深めよ
う！
日時 11月26日（土）12：30〜17：00
※集合時間・解散時間はグループに
より異なります。
場所 宝土寺（東土堂町）
定員 20人（外国人・日本人各10人

1電話 5ファックス
程度。応募多数の場合抽選。市内在
住か通勤・通学している人を優先）
持参物 足袋や草履
（ショートブーツ
可）
、バッグなど
（お持ちの人のみ）
申込方法 11月11日（金）までに「参
加人数（ 2 人まで申込可）、参加者
の名前・住所・年齢・性別・電話
番号」を電話かFAX、Eメールで
申込（必着）
尾道市国際交流推進協議会（秘
書広報課内 10848−25−7395
50848−25−7294）
koho@city.onomichi.hiroshima.jp

第12回国際交流
バーベキューパーティー
日時 10月23日（日）11：00〜14：00
※雨天決行
場所 びんご運動公園オートキャンプ場
定員 60人
参加費 500円（外国人は無料）
申込期限 10月20日（木）
フィーラス華（1090−7994−5461）

電子メール

ホームページ

（長江口）集合）
■清掃作業
本部：尾道駅周辺、御調地区：市
役所御調支所周辺、向島地区：市役
所向島支所周辺、因島地区：水軍城
周辺、中央商店街周辺、瀬戸田地
区：瀬戸田港〜平山郁夫美術館周辺
■（剪定枝葉チップ土壌改良剤）
おのみちグリーン御披露目
時間 9：00〜14：00
場所 尾道商業会議所記念館広場
料金 1 袋200円【20r（10㎏）入り】
■福祉施設などの慰問（10月中）
民謡、踊りなど、希望があればお
申し込みください。
■お待ちしています！シルバー人材
センターは高齢者の知識・経験・
技能の宝庫
高齢者（60歳以上）の入会、高齢者
向きの臨時的・短期的な仕事の発注
尾道市シルバー人材センター
（10848−20−7700）

申込・応募先

問い合わせ先

9：00〜16：30に消防局予防課か因
島消防署予防・査察係に提出
（土・日曜を除く）
消防局予防課（10848−55−9123）

クラウド・Facebook入門セミナー
「2011年、これだけで大丈夫！
キーワードで読み解くIT」
日時 11月 9 日（水）19：00〜
場所 因島商工会議所 3 階ホール
内容 「クラウド」は今までの方法
との違いは何か、代表的なサービ
スはどのようなものがあるか、
「Facebook」は他のサービスと何
が決定的に違うのかなどについて
わかりやすく解説
講師 幸野昌賢さん（中小企業診断
士・ＩＴコーディネーター）
定員 先着50人
参加費 500円（会議所会員無料）
因島商工会議所
（10845−22−2211）

後期危険物取扱者保安講習
第24回グルメ・海の印象派―おのみち―

広島県国際交流協会10月例会
日時 10月30日（日）13：00〜16：00
内容 歌、ディスカッション「電力
節約と健康維持について」、講演
「メキシコ多文化国家
（講演者：ヴァ
ニア・デェ・ラ・ヴェガ・シオタ
さん）」
松浦宅ラウンジ（10848−37−3518）
http://www.geocities.jp/matsuuras2000/

「シルバーの日」
ボランティア観光ガイドなど
10月の第 3 土曜日を「シルバーの
日」と定め、全国一斉にシルバー会
員が社会奉仕活動や市民との交流の
輪を拡げる活動を行っています。
日程 10月15日（土）※小雨決行
■ボランティア観光ガイド（申込不要）
内容 シルバー観光ガイドによる案
内（所要時間 2 時間程度）
［午前の部］古寺めぐりコース／
尾道駅前〜長江口（ 9：00しまな
み交流館前集合）
［午後の部］文学のこみちコース、
古寺めぐりコース／長江口〜浄
土寺（13：00ロープウェイ山麓駅

危険物取扱者免状の交付を受けて
いる人のうち、現に危険物製造所、
貯蔵所または取扱所において危険物
の取扱作業に従事している人は、次
の期日までにこの講習を受講する義
務があります。
①危険物の取扱作業に新たに従事す
ることとなった人はその日から 1
年以内。ただし、過去 2 年以内に
免状の交付を受けているか講習を
受けている場合には免状交付日か
講習日から起算して 3 年以内。
②前回講習を受けた後、引き続いて
危険物の取扱作業に従事している
人は前回講習日から 3 年以内。
講習日・場所
平成24年 1 月17日（火） 三原市
平成24年 1 月18日（水）〜20日（金）福山市
平成24年 1 月23日（月） 尾道市
種目 給油取扱所、コンビナート、
その他
受講申請書配布場所 消防局予防
課、尾道・尾道西・因島消防署、
向島・御調・北・瀬戸田分署、因
北出張所
受講手数料 4,700円（広島県収入証
紙か郵便振替）
受付期間 11月 7 日（月）〜18日（金）

おのみち大てっぱん博 11
日時

10月22日（土）10：00〜17：00
10月23日（日）10：00〜16：00
場所 尾道駅前ベルポール広場
内容 東北地方支援ブース（岩手県
大船渡市から届いた新鮮サンマを
てっぱん調理で販売）、美食市（飲
食店23店舗）、物産展（美味しい尾
道の加工食品）、ステージ演奏（中
学校吹奏楽部やアマチュアバン
ド）、商店街イベント（市商連女性
部によるフリーマーケットや絵本
づくりワークショップなど／尾道
商業会議所記念館広場、郵便局周
辺）、ゆとりのひろばイベント（消
防車の展示や消防服記念撮影／長
江ゆとりの広場）
グルメ・海の印象派−おのみち−
実行委員会（10848−25−3863）

●にこぴんしゃん祭り
日程
場所

11月 6 日（日）
向島運動公園グラウンド

●御調町ふれあい秋まつり
日程
場所

11月13日（日）
道の駅クロスロードみつぎ
ほか
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このコーナーは、国際交流に関するイベントや留学生等に
よる文化の紹介・体験などを掲載します。
尾道市国際交流推進協議会事務局（秘書広報課内 10848−25−7395）

新たな旅
張廷［ジャンティン］（中国）
私はホームの自販機で切符を
買い、その横にある箱形の小さ
な機械にそれを差し込んだ。
ガッチャン という音がした
ら、切符にその日の日付が刻印
された合図だ。行き先を間違え
ないよう確認する。どこに行く
か、その目的地さえ決まればいい。またひとつ新たな旅
が始まる。旅の目的地はベルリンだ。
2010年 9 月までの 6 年半を私は瀬戸内の美しい街、尾
道で過ごした。多くの人に見守られながら画家としての
経験を積み、 2 回ほど個展も開いた。2010年10月、私
はいとしい尾道と別れドイツへと旅立った。
あれからはやくも 1 年。理想は画家として活躍する
ことだったが、現実には語学から学んでいる。イーゼル
にかけている未完成のままの作品と、硬くなった油絵の
具。手元にはドイツ語の教科書と文法の本。毎日この
数学のような言語との格闘だ。
朝になると、かつてのベルリンの壁の前を通って語学
学校へ通う。ここのクラスにはＥＵ諸外国をはじめ、北
米や中南米、アフリカ、アジアなど世界中から若者が
集っている。これほど多くの国籍の人と一緒に過ごす時

尾道大学
学 園 祭

すい

ごう

さい

翠 郷 祭

日時

11月 5 日（土）10：00〜18：30
11月 6 日（日）10：00〜18：00
場所 尾道大学
内容 部活動の展示、演奏、演武、演劇、お茶会など
美術学科作品展示、模擬店
■野外ステージイベント（無料）
○スーパーライブ
日時 11月 5 日（土）11：30〜12：30
出演 バリデライト
○ダンスコンテスト
バリデライト
日時 11月 6 日（日）10：30〜12：00
○爆笑ライブ
日時 11月 6 日（日）12：00〜13：00
出演 サンドウィッチマン、どきどきキャンプ、
かみじょうたけし

間を、私はこれまで中国でも日本でも持ったことがなかっ
た。授業では、あるテーマを巡って自分の考えや母国の
習慣について述べる機会がよくある。クラスはいつも異
なる文化を知る「国際交流センター」となっている。
ある日の授業でToleranz（寛容）という言葉を新しく学
んだ。その際、ドイツ人女性の先生が「この言葉はベ
ルリン人にとって特に重要です」と付け加えた。住民の
6 人に 1 人は外国人の街、ベルリン。さまざまな文化が
ここで交わり、さまざまな国籍の人々がここで共存して
いる。本来外国人であるはずの私がこの街で歩いても何
の違和感も抱かない理由は、このToleranzにあると気づ
いた。
10月から私は新たな家に引っ越し、スペインから来た
2 人の若手作家と共にルームシェアをする予定だ。来年
には語学の勉強もひと段落つき、もっと制作のための時
間も持てるだろう。
列車がベルリン中央駅の手前でスピードを緩める。初
めて窓からベルリンの街を目にした時、全身の毛が逆立
ち、心が震えた。人生は旅。目的地が決まれば進むべ
き道も分かる。
私にとってま
た一つの旅が始
まった。その起
点がベルリンだ。

尾道市民生委員制度創設90周年記念事業
〜広げよう 地域に根ざした 思いやり〜

記念講演会
尾道市民生委員は、地域の皆さん
と共に90年の歴史を歩んできました。
記念事業として「地域が元気になる
生き方のヒント」を学ぶ講演会を開
催します。
日時 11月12日
（土）14：00〜
場所 公会堂 ※入場無料
※臨時駐車場は久保小学校グラウンド、公会堂玄関前
演題 ピンピンコロリの生活術
〜寝たきりゼロを実現させよう〜
講師 鷹野和美さん（医学博士、大学教授）
社会福祉課庶務係（10848−25−7122）

開館3周年記念

第一回本因坊秀策茶会
サンドウィッチマン

どきどきキャンプ

かみじょうたけし

※出演者は変更になる可能性があります。あらかじめ
ご了承ください。
尾道大学翠郷祭実行委員会（10848−22−8311）
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日時 10月23日（日）受付 9：00〜14：00
場所 本因坊秀策囲碁記念館
茶席券 1,000円（入館料含む）
本因坊秀策囲碁記念館（10845−24−3715）

尾道市教育委員会では、平成24年尾道市成人式を
びんご運動公園メインアリーナで開催します。対象
者で尾道市に住民登録・外国人登録がある人には、
11月下旬頃に案内状を郵送します。
※市外に住民票があっても、尾道市出身者で、事前
に往復はがきで参加希望の申出があれば案内状を
発送します。
（詳しくは広報おのみち11月号をご
覧ください。）
※案内状が無くても、尾道市出身者で生年月日が対
象者であれば、当日の参加を受け付けます。
日時 平成24年 1 月 8 日
（日）13：30〜14：45予定
（開場13：00）
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）
対象 平成 3 年（1991年）4 月 2 日から平成 4 年（1992
年）4 月 1 日までに生まれた人
●因島・瀬戸田地域から会場までの送迎バスを運行します
因島地区（芸予文化情報センター）、瀬戸田地区
（瀬戸田市民会館）から会場までの送迎バスを運行し
ます。送迎バス利用の申込、発着場所、集合時間等
は案内状でお知らせします。
●「二十歳の誓いの言葉」新成人代表者募集
成人式において、大人としての自覚と将来への決
意を表明する、意欲ある新成人を募集します。
応募資格 平成24年尾道市成人式の参加対象者で、
開催日までに事前打合せに参加できる人
募集人数 若干名
応募方法 10月12日（水）〜11月 4 日（金）に「名前、住
所、生年月日、性別、電話番号、Ｅメールアドレ
ス、応募動機、
「二十歳の誓いの言葉」で発表し
たいこと」を郵送かFAX、Ｅメールで提出
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選

考 尾道市教育委員会等が、応募動機等をも
とに面談の上決定し、11月15日までに通知します。
●成人式協賛イベント募集
（1／7〜1／9間に市内で開催するイベントに限る）
郷土の次世代を担う若者たちが、地域との絆を甦
らせながら、社会的責任を自覚できる機会を提供し、
市民をあげて新しい門出を祝福するため、協賛イベ
ントを募集します。
尾道市のホームぺージに掲載している所定の申込
書に「実施期間・会場・内容・主催者名・担当連絡
先」を記入のうえ、11月 4 日（金）までに生涯学習課へ
ご連絡ください。
●運営ボランティアスタッフ募集
〜あなたも成人式の運営に関わってみませんか〜
ボランティアスタッフとして、平成24年成人式の
運営を支援していただける人を募集します。
対象 市内在住の青年（18歳以上30歳未満）で事前の打
合せ会議（11月中旬から下旬を予定）に出席できる人
定員 10人程度
日時 【前日】平成24年 1 月 7 日（土）13：00〜17：00
【当日】平成24年 1 月 8 日（日）12：00〜16：00
内容 【前日】記念品等の配布物やステージ企画等の
準備、掲示物の作成【当日】会場内整理、記念品等
の受け渡し、ステージ進行補助、後片付けなど
応募方法 10月28日（金）までに「①名前②住所③電
話番号④Ｅメールアドレス⑤所属（学校名等）
」を
記入のうえ応募
〒722−8501 尾道市久保一丁目15−1
生涯学習課生涯学習係
（10848−20−7444 50848−37−3004）
shogai@city.onomichi.hiroshima.jp

生涯学習課（10848−20−7444 50848−37−3004）

第5回（実技編）
■メッセンジャー養成講座
尾道のメッセンジャー
（情報伝達人）を目指して、一緒 「メディアあれこれ」〜いろいろな情報発信ツールを知ろう〜
日時 11月18日（金）18：30〜20：00
に学びませんか。
第6回（実技編）
第4回（表現力）
「使ってみよう！」〜情報発信ツール実技編〜
尾道を 絵画 で伝える
日時 11月25日（金）18：30〜20：00
日時 10月28日（金）18：30〜20：00
※第 5 回、第 6 回は連続講座です。
場所 しまなみ交流館大会議室（※事前申込不要）
第5回・第6回共通事項
講師 小野 環
（尾道大学芸術文化学部美術学科准教授）
場所 向島公民館研修室（尾道市民センターむかいしま内）
渡邉義孝さん
（一級建築士）
講師 ＮＴＴアドバンステクノロジ㈱
第 5 回・第 6 回は、実技編です。情報発信ツールに
は、ブログやツイッターなどいろいろな種類があります。 定員 20人（要申込）
申込方法 10月31日（月）までに電話かFAX等で申込
利便性や注意点を知り、実際にパソコンを使っての実習
を行います。
■家庭教育講座
「気がかりな子どもの理解と支援」
〜子どもは地域のたからもの〜
広島文教女子大学教授の李木さんを講師にお迎えし、
気がかりな子どもに対してどう理解し、接したらいい
か。また、地域のなかで子どもを育てることの重要性に
ついてお話していただきます。

日 時 11月 9 日
（水）10：00〜12：00
場 所 向島公民館大研修室（尾道市民センターむかいしま内）
講 師 李木明徳さん（広島文教女子大学人間学部人間
福祉学科教授、臨床心理士、広島県・広島市教育委
員会ＬＤ等の巡回相談員）
参加料 無料
申込方法 10月31日（月）までに電話かFAX等で申込
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