0848-37-2409）月〜金曜日（祝日除く）9:00〜12:00 13:00〜16:00

（
行

事

名

日
時
11／10（木）・17（木）
こどもとママのリフレッシュ
9：30〜11：00、11：00〜12：30
相 子育て応援相談〜子どものこんな 日程は相談のうえ決定
（月3〜4回程度）
談 こと気になっていませんか〜
栄養相談
11／15（火）10：00〜11：00
〜栄養士さんにきいてみよう〜

申込

内容・対象など

若干名 受付中

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・原則3回まで・無料）

若干名 受付中

日常生活の中でお子さんの様子が気になる家族の相談、あそび方や
関わり方の紹介など
食事（離乳食、授乳含む）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。

なし

不要

なし

不要

①11／ 7（月）10：00〜11：30
②11／21（月）10：00〜11：30
（2日間通しての参加）

先着25組

10／24
13：30〜

はいはいランド

11／18（金）13：30〜15：00

先着25組

11／4
13：30〜

発熱時の対処法、鼻血、切り傷などのケガの対処法についての話。
講師：三浦好美さん（尾道市立市民病院助産師）対象：子育て中の保
護者 ※託児はありませんが、お子さんを連れての参加可

歯のはなし・歯みがき指導
〜しあげは、おかあさん！〜

11／16（水）10：00〜11：30

20組

11／8
13：30〜

歯についての話やブラッシングの方法の紹介をしていただきます。
講師：吉原広枝さん（歯科衛生士）対象：概ね1歳からのお子さんと
その家族

みつぎ de あそぼう！
子
育
て
支
援
講
座

定員

子育て応援講座
①食の安心・安全と食の大切さ
②家族を経皮毒から守るために

11／ 9
（水）10：00〜12：00

生活リズムや食事、しつけなどの子育て相談、ファミサポの紹介、
エプロンシアターなど※時間内は自由に遊ぶことができます。
※場所：みつぎ子ども図書館「すくすく」内プレイルーム
食生活、日用品について、暮らしの中で気をつけたいこと。
講師：山崎高広さん（管理食養士）対象：子育て中の保護者
※託児はありますが、お子さんの様子を見てお母さんにお返しする
こともあります。

おのみち子育て支援センターと、おのみちファミリー・サポート・センターは、尾道市人権文化センター内（防地町）に移転しました。
※定例の行事も開催しています。詳しくは、支援センター通信をご覧になるか、支援センターへお問い合わせください。
※おのみちファミリー・サポート・センターは子育ての「手助けをしてほしい人」と「お手伝いをしたい人」を結ぶ会員組織です。病気や仕事でちょっと子どもを預かって
ほしい、保育所などの送迎をお願いしたいなど、近くに頼れる人がいない人の子育てを応援するお手伝いをしています。会員登録をすれば1時間600円で利用できます。

（
行

名

日

時

定員

申込

内容・対象など
未就学のお子さんと保護者。一人で悩んでいませんか。お子さんの
ことだけではなく夫婦、ママ友だち、近所のことなど安心してご相
談ください。相談員：遠藤優子さん（臨床心理士）
未就学のお子さんと保護者。友だちが遊んでいる物に次々に気をと
られ取りあげトラブルになる、スーパーなどに行くと手を放し勝手
に歩きまわるなど困っていませんか。相談員：箱崎文恵さん

相 気がかり相談

11／21（月）10：00〜11：30

先着1組 受付中

談 ふれあい発達相談

11／24（木）10：00〜11：30

先着1組 受付中

ふれあい体育遊び

11／11（金）10：00〜11：00

先着20組 10／28〜

せとだ de 支援センター

11／18（金） 9：30〜11：30

なし

不要

未就学児と保護者。場所：瀬戸田福祉保健センター2階。いんのし
ま子育て支援センターが瀬戸田へ行きます。みんな遊びに来てね！

みかんちゃんとリトミック

11／25（金）10：00〜10：30

なし

不要

1歳半以上のお子さんと保護者。誰でも簡単にできるリズム遊びで
す。親子で楽しみましょう！講師：村上清美さん

わくわくふれあい遊び

11／28（月）10：45〜11：15

なし

不要

未就園児と保護者。親子でふれあえる手遊びなどを予定しています。

子
育
て
支
援
講
座

（

0848-48-2212）10:00〜16:30／月・祝日休館

10／18（火）〜23（日）
10／19（水）
10：15〜13：00
10／23（日）
13：30〜
10／26（水）
10：15〜14：00
10／26（水）
13：30〜14：30
11／ 2（水）
13：30〜15：00

30

事

0845-22-1545）月〜金曜日（祝日除く）9:00〜12:00 13:00〜16:00

1歳半以上のお子さんと保護者。親子でふれあいながら身体をつかって遊
びます。講師：新村多恵子さん

11／ 4（金） 天ぷら油で石けんをつくろう
10：30〜12：00 費用：200円、定員：10人、持参物：エプロン

11／ 6（日） フリーマーケット
感謝セール「リサイクルの日記念 古本セール」
10：00〜15：00 出店者募集 出店料：1区画1,000円、募集店数：10店
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。
出張販売＆リサイクル教室「クリスマスの小物をつくろう」
簡単かわいいシュシュとマフラーを編もう
費用：350円、持参物：裁縫道具
10／28
（金）
費用：500円〜1,000円、定員：10人、
9：00〜12：00 （リサイクル教室 10：00〜）
持参物：かぎ針の7／0号か棒針の12号程度1組
場所：ゆきひろメイト店
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
出張販売＆リサイクル教室「干支の小物をつくろう」
持参物：張り替え用布（イス）、修理用自転車（自転車）など
費用：350円、持参物：裁縫道具
クリスマスのトールペイント初心者コース
（リサイクル教室 御調10：30〜、瀬戸田13：15〜）
10／22（土）
費用：500円、定員：10人、持参物：エプロン
10／22（土） 9：30〜12：00 尾道市民センターむかいしま
11／ 4（金）
ＥＭボカシ・ＥＭ活性液講習会
11／ 4（金）10：00〜15：00 道の駅クロスロードみつぎ
費用：無料、定員：10人、持参物：米のとぎ汁（活性液） 11／ 9（水）
11／ 9（水）10：30〜15：00 瀬戸田市民会館前駐車場
ダンボールで生ごみを堆肥にしよう
※向島は健康まつり会場で実施
（リサイクル教
費用：600円、定員：20人、持参物：ダンボール 2 個
室なし）
※会場は、総合福祉センターです。
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ます。
眠れない・食欲がなく体重減少がある等の身体症
状、気分が落ち込む・今まで楽しめていたことが楽し
皆さんは、
「うつ病」と聞いて、どのように思われ
めない等の精神症状が続き、普段の自分と違うと感じ
ますか？
ることはありませんか？そのような時は、無理をして
「心の弱い人がなる病気」と思っている方もいると
頑張ろうとせずゆっくり休養し、周りの人や専門機関
思いますが、そうではありません。うつ病は誰もがな
等に相談してみましょう。また、本人が不調に気付い
る可能性のある病気で、現代の日本では、10人に 1 人
ていないことも多くあります。その時には、身近な人
がうつ病にかかるとも言われています。
が「大丈夫？」とそっと声をかけ、その人の話に耳を
厚生労働省は今年 7 月、四大疾病とされてきた、が
傾けてみましょう。
ん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病に精神疾患を加
はじめにも書きましたが、うつ病は風邪等の病気と
え、五大疾病とする方針を定めました。うつ病、統合
同様に誰もがなる可能性のある身近な病気です。病気
失調症及び認知症などの精神疾患の患者は年々増え、 とともに生きていく人たちが生活しやすい社会になる
従来の四大疾病をはるかに上回っているのが現状で、 よう、私たちがうつ病について正しい理解を深めるこ
とが大切です。また、私も相談を受ける中で、うつ病
重点対策が不可欠と言われています。このようにうつ
の正しい理解の啓発に努めていきたいと思います。
病は、現代のストレスの多い社会において、とても身
近な病気なのです。
「みんなが輝くために」を読まれての
私も仕事をしている中で相談を受けることがありま
皆さんの感想やご意見をお寄せください。
すが、「他の科とは違い精神科・心療内科は受診しに
〒722−0041 尾道市防地町26−24
くい」「一度かかったら一生治らない」
「うつ病は心の
持ちようだ」などの言葉をよく聞きます。このように、
人権推進課（10848−37−2631）
まだまだうつ病に対しての誤解が多くあるように感じ

147 うつ病への正しい理解を

第20回非核平和図画・ポスター展
今年も、市内小･中学生が非核平和問題について学習し、核兵器の恐ろしさや平和の大切さを思い、図
画・ポスターを描いてくれました。皆さんも今一度、非核平和について考えてみませんか。
期間 10月20日
場所 フジグラン尾道 3 階ホール
（木）〜30日（日）

男女共同参画セミナー受講生募集
〜女性も男性も いきいきのびのび 男女共同参画社会へ〜
回

開催日時

内

容

講

師

1 10月20日（木）【節目の人生学?!】
永久洋子さん
〜人生の 午後 をデザイン
（福山市男女共同参画推進員）
2 10月28日（金） してみませんか〜
【次なる舞台（ステージ）を
東城宏明さん、佐藤勢子さん
3 11月11日（金） どう演出しますか？】
（福山市男女共同参画推進員）
〜みんなで元気になりましょう〜

時間 14：00〜15：30
場所 因島市民会館第 2 ・第 3 会議室
対象 どなたでも（無料）
定員 各回40人（全講座受講申込者を優先）
申込方法 10月17日（月）までに｢①名前②住所③電話番号④受講希望の
講座名｣を電話かFAXで申込
因島人権文化センター（1・50845−24-2160）

人権文化講演会
人権文化講演会
日時

11月 5 日（土）
14：00〜（13：30開場）
場所 御調文化会館 2 階視聴覚室
演題 中国山地の漂泊民をめぐって
〜サンカ・木地師・タタラ〜
講師 沖浦和光さん
（桃山学院大学名誉教授）
尾道市人権文化センター
（10848−37−2631）
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建築課で配布の「申込のしおり」をよく読んで、市営住宅申込整
理票に記入もれがない事を確認のうえ、建築課へ提出してください。
受付期間 10月21日（金）〜25日（火）必着
受付場所 建築課住宅係（市役所 3 階）
抽 選 日 11月 1 日（火）
建築課住宅係（10848−25−7247）

市営住宅
入居者募集
住 宅 名
福地浜
幸が丘No.2
公 三美園No.1

所在地

間 取 り

裁量階層

入居 年度 （政令月収）（政令月収）（政令月収）（政令月収）（政令月収）（政令月収）
0〜104千円 〜123千円 〜139千円 〜158千円 〜186千円 〜214千円

53（5階）福地町

3DK 6+4.5+3+DK

○

1973

9,900

11,400

13,100

13,500

13,500

13,500

301（3階）栗原町

3DK 6+4.5+3+DK

○

1972 10,000

11,600

13,200

14,900

17,100

17,700

○

1969

8,400

9,700

11,100

12,500

14,300

14,500

2DK 6+6+DK

○

1989 15,800

18,200

20,900

23,500

26,900

31,100

21（2階）防地町

2KU 6+4.5+2+K

○

1967

7,900

9,100

10,500

11,800

13,500

15,000

44（4階）防地町

2KU 6+4.5+2+K

○

1967

7,900

9,100

10,500

11,800

13,500

15,000

202（2階）高須町

3LDK 6+6+4.5+LDK

×

1995 23,200

26,800

30,700

34,600

39,500

45,600

202（2階）御調町市

3DK 6+6+4.5+DK

×

1984 16,500

19,000

21,800

24,600

28,100

32,400

206（2階）御調町市

3DK 6+6+4.5+DK

×

1984 16,500

19,000

21,800

24,600

28,100

32,400

杉谷

104（1階）御調町貝ヶ原 3LDK 6+4.5+4.5+LDK

×

1992 22,600

26,100

29,900

33,700

38,500

44,400

岩井堂

601（6階）御調町市

3LDK 6+6+6+LDK

×

2006 27,300

31,500

36,000

40,600

46,400

53,600

足摺

313（1階）因島田熊町

3DK 6+6+4.5+DK

×

1981 15,900

18,400

21,000

23,700

27,100

31,200

営 栗原みどりが丘No.1
住 久保
宅 東新涯No.1
中央

改
良
住
宅

号室

収入および家賃

単身 建設

住 宅 名
新高山No.2

36（3階）美ノ郷町三成 2DK 6+4.5+DK
301（3階）栗原町

号室

所在地

単身 建設

間 取 り

入居 年度

405（4階）新高山二丁目 3DK 6+4.5+3+DK

○

1975

収入および家賃
（政令月収）
0〜104千円

（政令月収）
〜114千円

裁量階層
（政令月収）
〜139千円

11,900

13,700

15,700

※家賃は収入によって異なります。単身入居の「○」は、単身者も申し込みができます。単身入居できる住宅の規格を、
平成23年 3 月に「 2 室以下」の住宅から「 2 室または住戸面積が55㎡未満」の住宅へ改正しました。
（単身者の申込資格
は「申込のしおり」をご覧ください。）

市道東新涯線道路改良工事に伴う交通規制
市道東新涯線道路改良工事
において、交通規制を予定し
ています。ご迷惑をおかけし
ますが、ご協力よろしくお願
いします。なお、詳細につい
ては工事看板等でお知らせし
ます。
規制内容 片側交互通行
規制期間 11月初旬〜
平成24年 3 月中旬
土木課（10848−25−7274）
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至 広島

国道2号線

至 福山

JA尾道市
高須支所 市道東新涯線

工事箇所

黒崎水路

黒崎西堤踏切

至 尾道駅
JR山陽本線

JR東尾道駅

労働力調査にご回答ください
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（1082−513−2533）

「パンフレットが届いていませんか？」
という電話に注意して！
≪相談内容≫
知らない業者から「パンフレットが届いていませんか」
という電話があった。尾道市限定で送付されており、ぜ
ひ譲ってもらえないかと頼まれた。
（70代女性）
≪アドバイス≫
「放射能測定器の会社のパンフレットが届いていませ
んか」
「鹿児島の金山のパンフレットが届いていません
か」
「青い封筒が届いていませんか」など、突然電話で
パンフレットが届いていないかと尋ねられたという相談
が相次いでいます。譲るだけならいいだろうと話を聞い
てしまうと、
「パンフレットが届いた本人でなければ購
入できない。代わりに買ってくれたら 5 倍で買い取る。
」
などとしつこく勧誘されます。
未公開株や社債、金山の採掘権利、温泉付き老人ホー
ムの利用権利など、内容はさまざまです。言われるまま
申し込んでお金を支払ってしまうと、次々買い増しを要
求されたり、約束どおり買い取ってもらえないなどトラ

ブルに発展し、最終的には業者と連絡が取れなくなって
しまいます。うまい儲け話を安易に信用してはいけませ
ん。絶対に相手にしないでください。
また、過去に未公開株や社債などの投資トラブルに
あった人に、国民生活センターが作成したかのような
パンフレットが郵送されたという情報が国民生活セン
ターに寄せられました。トラブルの被害者の偽の相談
窓口に電話するように誘導する内容です。電話すると
二次被害にあう可能性もあります。
このようなパンフレットが届いた場合は、尾道市消
費生活センターにご一報ください。
■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。
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 10848−37−4848）

キャリア形成支援セミナー

コミュニケーションアップセミナー
実際にワークを行いながら、楽しく、実感していた
だける内容です。
日時 10月28日（金）18：30〜20：00
定員 20人程度
場所 尾道市労働センター会議室（市役所分庁舎裏）
※市役所庁舎南側駐車場をご利用ください。
内容 なぜコミュニケーションは難しいの？
自分のコミュニケーション力を知る
ちょっと工夫するだけでこんなに変わる！
商工課（10848−25−7182）

平成24年度 第一期（4月入校）訓練生募集
訓練期間・科目
【 2 年過程】自動車整備科【 1 年過程】機械システム
科、電気設備科、溶接加工科、住宅リフォーム科
【 6 カ月過程】住宅設備メンテナンス科
対象 新規学卒見込者
申込期限 10月28日（金） 選考日 11月15日（火）
費用 35,000円〜70,000円（教科書・作業服等）
※ 1 ・ 2 年過程（18歳以上）は選考料・入校料・授業料が必要。
福山高等技術専門校（1084−951−0260）
ハローワーク尾道（10848−23−8609）

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
10／18・25
対 象 仕事や就職に関して不安や悩みを持つ若者
11／1・8（火）
内 容 キャリア・コンサルティングや職業適性診断など
12：30〜16：30
※予約してからの来所をお勧めします。
商工課（10848−25−7182）
◆尾道しごと館（夜間相談）
①10／18、11／1・8（火）
対 象 仕事をお探しの人、働き方に不安を持つ人（年齢不問）
18：00〜19：50
内 容 キャリア相談や職業適性診断など
（尾道）
①場所 市役所分庁舎（本庁舎向かい）
②10／26（水）
商工課（10848−25−7182）
17：40〜19：30
②場所 因島総合支所
（因島）
因島総合支所しまおこし課（10845−26−6212）
◆求人情報コーナー
場 所 因島総合支所 3 階ロビー
月〜金曜日
内 容 求人情報誌の配布・閲覧、求人情報の閲覧
8：30〜17：15
（ハローワークインターネットサービス）
など
（祝日を除く） ※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（10845−26−6212）
商工課（10848−25−7182）
◆因島一日職業相談会
10／26（水）
場 所 因島総合支所 4 階大会議室
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（10848−23−8609）
開催日時など
詳しくはお問
い合わせくだ
さい。

◆就職支援セミナー
場 所 ①ハローワーク尾道（月 3 回）
②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
（10848−23−8609）
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お蔵出し映画祭
お蔵出し映画祭
お蔵出し映画祭
年間約400本もの映画が公開される日本映画界。
一方、 お蔵入り ＝劇場公開していない作品もた
くさんあります。そんな映画に注目して、一挙上映
しよう！という「お蔵出し映画祭」を、10月13日（木）
〜16日（日）の 4 日間、開催します。
お蔵から出した熟成ワインのようなとっておきの
映画を観て楽しみましょう。
期 間 10月13日（木）〜16日（日）
場 所 尾道市
（しまなみ交流館、シネマ尾道、浄土寺）
福山市（シネマモード 2 、みろくの里）
料 金 1 日券 1,500円
スペシャルゲスト
鈴木砂羽さん（女優）
※ゲストは、13日：オープニング
セレモニー、14日：シネマ尾
道に出席予定
※上映作品など、詳しくはホー
ムページをご覧ください。
海フェスタ推進室（10848−25−7447）
http://www.okuradashi.com

（

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）

■かわぐちかいじ展 ―マンガ表現とその現場―
◇開催中、11月27日（日）まで
観覧料 大人700円、高校・大学生500円、
中学生以下無料

（

0848-76-2888）

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）

■特別展 「圓鍔勝三・松岡高則」―郷土の作家―
◇ 開催中、12月11日（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
■秋の展覧会「平山郁夫バーミアンからの熱き思い」
◇開催中、11月23日（祝）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）

時 間 10：00〜18：00
休館日 火・水曜日
（祝日は開館）

■奥山民枝 退任展
◇10月29日（土）〜11月20日（日） 観覧料 無料
●ギャラリートーク ◇11月 5 日（土）
・13日（日）14：00〜15：00

（

0848-20-1218）

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）

■第5回瀬戸内の作家展「高田三徳の世界」
◇開催中、12月25日（日）まで
観覧料 一般500円、中学・高校・大学生100円、市内学生・小学生以下無料

（

0845-27-0800）

時 間 9：00〜17：00（入館は16：30まで）
休館日 無休

■第60回館蔵品展 近代彫刻の魅力
◇開催中、12月11日（日）まで
中学生以下無料
観覧料 大人 1,200円、高校生 700円、

（

週末のひとときを大画面の映画でお楽しみください

60歳のラブレター

上 映 日 10月30日（日）
上映時間 ①10：30〜②13：30〜
場
所 御調文化会館大ホール
料
金 一人1,000円（大人・子ども同額）
文化施設課（10848−25−4073）
御調支所住民課（10848−76−2111）
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時 間 10：00〜18：00
休館日 木曜日

■第16回企画展示「尾道と大阪〜二つの土地を繋ぐ歴史物語〜」
◇開催中、11月23日（祝）まで
観覧料 無料
●物産市（広場）◇土曜10：00〜14：00（休みの場合もあります。）
●まちなかフリーマーケット ◇10月23日（日）9：30〜15：00

みつぎ映画まつり
上映作品

0848-20-0400）

（

0845-24-3715）

時 間 10：00〜17：00（入館は16：30まで）
休館日 火曜日
（祝日は開館）

■新たに発見された秀策揮毫の碁盤展示中
観覧料 大人 300円、
中学生以下無料

（

0848-37-6555）

時 間 10：00〜18：00（入館は17：30まで）
休館日 会期中無休

■尾道人物伝―かわぐちかいじの心
◇開催中、11月27日（日）まで
観覧料 一般200円、共通500円（映画資料館も観覧可）、中学生以下無料

尾道市内の交通事故（9月29日現在）

11月の交通事故統計情報

子供の手 見れば止まれる スピードで

（尾道・因島警察署管内）

件数

死者

負傷者

平成23年

481

2

586

昨

484

4

574

年

今月の納税等
納期限＝10／31（月）
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

県下一斉警戒日

18日
（金）

東部ブロック警戒日

1日（火）

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

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

9日（水） 因島総合支所
22日（火） 瀬戸田支所
28日（月） 尾道市役所

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（10848−25−7102）
因島総合支所市民生活課（10845−26−6208）

※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
4日（金） 因島総合支所
11日（金） 瀬戸田支所
14日（月） 尾道市役所
※行政相談委員が対応

青少年センター相談室

土地境界問題無料相談会

尾道市青少年センターでは、子どもの 日時 第 2 ・第 4 水曜
13：30〜、15：30〜（要申込）
非行・学業・感情・家庭・いじめの問題など
についての相談室を開いています。電話 場所 ふくやま市民交流館
か来所により、気軽にご相談ください。 内容 ＡＤＲ認定土地家屋
調査士による土地境界問
時 間 9：30〜16：00（土・日・祝日を除く）
題の解決サポート
場 所 青少年センター（東久保町20−14）
境界問題相談センター
連絡先 1・50848−37−9459
ひろしま
※相談無料で秘密厳守。場合により家
（1082−506−1171）
庭訪問による相談にも応じます。

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
8日（火）
16日（水）
17日（木）
21日（月）

向島支所
因島総合支所
御調支所
尾道市役所

弁護士相談（要予約）
法律相談全般
（※受付は10月17日から。先着順）

ベッチャー祭り
ベッチャー祭りは尾道で行われる奇祭の一つです。
子どもの無病息災などを願う祭り、とても素敵な祭
りだと思います。子どもにとってはとても怖い三鬼
神ですが、そんな三鬼神が一番尾道市民の幸せを願っ
て祭りを楽しんでいるんじゃないか…そう思って少 尾道大学美術学科
しおちゃめに三鬼神を粘土で制作しました。今年の デザインコース4年
ベッチャー祭りも多くの人の良き思い出となればい 岸本侑子
いですね。

2日（水） 向島支所
7日（月） 尾道市役所（13：00〜15：00）
18日（金） 尾道市役所（13：00〜15：00）
申問

秘書広報課広報広聴係
（10848−25−7395）

表紙は、尾道大学生がデザインしています。
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