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　庭木剪定の枝や葉をごみステーションに出すのは、
一度に 3 袋までにしてください。（袋に名前を書くな
どして、他の人の草木ごみと区別できるようにしてく
ださい。）
　庭木剪定・引っ越しなどで一時的に多量に出たごみ
は、ごみステーションには出せません。直接自分で次
の施設へ分別して持ち込むか、収集運搬許可業者に依
頼してください。受付時間や処理できないものがあり
ますので、事前に確認してください。

一時多量ごみは直接持ち込みしてください

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）

※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 備　　考 問い合わせ先
尾道市クリーンセンター 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

粗大・燃やせないごみ（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

南部清掃事務所瀬戸田分所（☎0845-27-0454）
【当日は☎0845-27-4810】

（☎0845-24-0432）

休日のごみ持込受付は「５月27日㈰ 8：30～12：00」～対象物は家庭からのごみです～

　尾道市の施設（クリーンセンター）では処理できま
せん。不要になったら次の方法で処理してください。
※因島地域は因島リサイクルセンターで引取可（リサ
イクル券を購入して持込、別途保管手数料3,000円
必要）
①家電小売店等に依頼（リサイク料金と運搬料金が必要）
　買い替えの場合は、買い替える小売店に、買い替え
でない場合は、その製品を購入した小売店や家電量販
店に引き取ってもらってください。 
②自ら持ち込む（リサイクル券が必要）
　事前にリサイクル券を購入し、メーカーが指定する
引取場所に直接持ち込んでください。
　引取場所の地図はクリーンセンターにあります。

●リサイクル料金（券）　1,785円～3,795円
※メーカーや大きさで異なる場合があります。リサイ
クル券は郵便局で購入してください。（別途手数料
が必要）
※収集・運搬料金は家電小売店ごとに異なるため、直
接お問い合わせください。
●市内の引取場所（全メーカー）
㈱丸総商店尾道営業所（☎0848-56-0051）

※エアコン・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機も「家電リサイ
クル対象品」のためテレビと同じ処理が必要です。

　「ダンボール箱コンポスト」は、家庭の生ごみを堆肥化し、ごみの減量化を図ることが
できます。
　市は、尾道市公衆衛生推進協議会が販売する「ダンボール箱コンポスト器材（ピート
モス・米ぬか・くんたん）」への助成を行っています。（ 1 セット300円／1,000セット限
定。別途みかん箱程度の大きさのダンボール箱が必要です。）
　尾道市公衆衛生推進協議会では、取り組み方法も紹介しています。
　この機会に、生ごみの堆肥化に取り組んでみませんか。
■問清掃事務所（☎0848-48-2900）、尾道市公衆衛生推進協議会（☎0848-24-1177）

ダンボール箱コンポストを使って、生ごみを堆肥にしてみませんか

「ブラウン管式・液晶式・プラズマ式」テレビはリサイクルへ

お知らせ

尾道市総合計画
後期基本計画を策定しました

　平成24年度から平
成28年度までの 5 年
間を計画期間とする
後期基本計画には、
市の目標とする都市
像を実現するために
必要な施策、市民と市が協働で取り
組むこと、目標の達成度を測る指標
やその将来目標値等を掲載してい
ます。
　この後期基本計画については、市
ホームページでご覧いただけます。
総合計画の概要版が必要な人は、お
問い合わせください。
■問政策企画課（☎0848-25-7316）

備後圏都市計画を
変更・決定しました

　尾道市域内の対象地域について
は、お問い合わせください。
都市計画の種類
　変更：備後圏都市計画区域、備後
圏都市計画区域区分、備後圏都市
計画用途地域
　決定：備後圏都市計画地区計画
※備後圏都市計画とは、尾道市、福山
市、府中市および三原市の各一部
からなる広域都市計画区域です。

告示日・縦覧開始日
　平成24年 4 月 5 日
縦覧場所　まちづくり推進課
　　　　　（市役所 3階）
■問まちづくり推進課（☎0848- 25- 7222）

固定資産税・都市計画税
納税通知書をお届けします

　平成24年度固定資産税・都市計画
税の納税通知書・課税明細書は、５
月中旬に発送予定です。
■納期限は次のとおりです
　第１期　５月31日㈭
　第２期　７月31日㈫
　第３期　10月１日㈪
　第４期　12月25日㈫
■問 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）

顔写真付き本人確認書類を
お持ちでない皆さん
住民基本台帳カード（顔写真
付き）がおすすめです

　市役所や金
融機関等の各
種手続きで、本
人確認書類の
提示が必要になっています。顔写真
付の本人確認書類をお持ちでない
人は、市が発行する顔写真付き住民
基本台帳カードをおすすめします。
手数料は500円で、10年間有効です。
申請に必要なもの　写真（縦4.5㎝×
横3.5㎝　※旅券と同様で正面、無
帽、無背景で 6 カ月以内に撮影し
たもの）
※カードの交付は、本人による申請
で、運転免許証・パスポート等官
公署が発行した顔写真付き本人

確認書類を持参し、本庁市民課へ
申請に来た場合のみ即時交付で
きます。（月～金曜日の 9：00～
16：00で祝日・年末年始を除く）
　上記以外の条件では、後日の交付
となります。
※交付には、原則本人に来ていただ
きます。健康保険証等、本人確認
書類をご提示ください。
※申請は本庁・各支所でできますが、
交付は本庁市民課・因島総合支所
市民生活課・御調支所まちおこし
課・向島支所しまおこし課・瀬戸田
支所住民福祉課になります。

■問市民課（☎0848-25-7160）

尾道「てっぱん」展が終了します

　昨年 4 月から撮影セット、撮影小
物展示を一般公開していました尾
道「てっぱん」展が、５月31日㈭で終
了します。多くのご来場ありがとう
ございました。
　なお、「てっぱん坂のみちしるべ」
（尾道本通り商店街内　尾道郵便局
隣）については、６月以降は観光案
内所等のスペースとしてリニュー
アルする予定です。
展示会場
　てっぱん坂のみちしるべ、尾道商
業会議所記念館

　［最終日：５月31日㈭］
　尾道ええもんや、向島休憩所
　［最終日：5月30日㈬］
■問尾道「てっぱん」推進協議会
　（政策企画課内　☎0848- 25- 7316）

　☎電話 ■FAXファックス ■e電子メール ■HPホームページ ■申申込・応募先 ■問問い合わせ先

「広げよう　地域に根ざした　思いやり」

民生委員・児童委員はあなたの相談相手です
気軽にご相談ください。

■問 尾道市連合民生委員
児童委員協議会
　（社会福祉課内
　  ☎0848-25-7122）

5月12日は
民生委員・児童委員の日です。

施　　設
尾道市クリーンセンター
御 調 清 掃センター
向島クリーンセンター
因瀬クリーンセンター
因島リサイクルセンター

瀬戸田名荷埋立処分地

問い合わせ先

清 掃 事 務 所
（☎0848-48-2900）

南 部 清 掃 事 務 所
（☎0845-24-0432）
南部清掃事務所瀬戸田分所
（☎0845-27-0454）

nformationnformation

～毎月１日は「門前清掃の日」です～
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勾配30°

高さ
5m以上

急傾斜地

●教室・催しなどについて料金表示のないものは、原則無料です。（参加費など）

募　集

木造住宅の耐震診断費補助
暮らし安心、わが家も耐震

　今や、いつどこで起きてもおかし
くない大規模地震。その時に備えて、
住まいの耐震化を進めましょう。
　木造住宅の安全性を調査する耐
震診断費用を、3 分の 2 以内で上限
　2 万円まで補助します。
対象となる住宅
（すべての要件を満たすもの）
①市内にある木造在来軸組構法お
よび伝統的構法の住宅
②昭和56年 5 月31日以前に着工さ
れた戸建て住宅、長屋住宅または
併用住宅（延べ面積の 2 分の 1 以
上を住宅の用に供するものに限
る）であること
③居住の実態があること
④地階を除く階数が 2以下であること
⑤国、地方公共団体、その他公的団体
が所有するもの以外であること

募集件数　先着10件
申込期間　 5月21日㈪～11月30日㈮
■申■問建築指導課建築指導係
　（☎0848-25-7245）

平成23・24年度尾道市建設工事等
入札参加資格審査追加申請受付

　平成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。
対象　入札参加資格を有していな
い人、すでに資格を有する市内業
者で業種の追加を希望する人
受付期間　６月11日㈪～15日㈮
　８：30～12：00、13：00～17：00
受付場所　契約管財課契約係
　　　　　（市役所４階）
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
ロッピーディスクかＣＤとその
内容を印刷した申請書を添付書
類と併せて提出（※直接ご持参く
ださい。）
その他　希望者は、受付期間中、広

島県と県内市町が共同で運営す
る「電子入札等システム」を利用
した申請（電子申請）を行うこと
ができます。添付書類は契約管財
課契約係に提出（持参・郵送どち
らでも可で、6月22日㈮必着）

■申■問契約管財課契約係
　（☎0848-25-7282）

平成23・24年度物品購入等入札
参加資格審査追加申請受付

　平成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。
対象　入札参加資格を有していない人
受付期間　 6月11日㈪～15日㈮
　 8：30～12：00、 13：00～17：00
※郵送の場合は 6月15日㈮必着
受付場所　財務課用度係（市役所 4階）
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
ウンロード可（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）
■申■問財務課用度係（☎0848- 25- 7324）

急傾斜地の崩壊を防止するた
めの工事を行っています
急傾斜地崩壊対策事業

　豪雨による地すべりや崖崩れな
どが心配されています。土木課で
は、次のような急傾斜地の崩壊を防
止するための工事を行っています。
◎斜面の角度が概ね30度以上
◎高さが 5ｍを越える自然斜面
◎斜面が崩壊した場合に 2 戸以上
の家屋が影響を受ける場合
　なお、事業の際には地元分担金が
必要です。詳しくはお問い合わせく
ださい。
■問土木課事業調整係
　（☎0848-25-7254）

一般国道２号尾道バイパスで
終日車線規制を行います

　国道 2 号尾道バイパスの上下線
で、追い越し車線の終日車線規制を
行います。
　規制期間中は、現地の案内誘導や標
識に従い注意してご通行ください。
規制期間
　 5月11日㈮ 9：00～ 9 月中旬
規制場所　一般国道 2号尾道バイパス
規制内容　終日車線規制（上下線とも
追い越し車線の規制を行います。）

※ 8 月11日㈯～19日㈰は規制解除
を行います。
※規制期間は、雨天等により変更と
なる場合があります。
■問国土交通省福山河川国道事務所
　（☎084-923-2620）

地上デジタルに係る
難視対象の皆さんへ

　平成23年 7 月24日に「地上アナロ
グ放送」から「地上デジタル放送」に
完全移行しました。
　地上デジタルが受信困難地域で、
恒久対策（共同アンテナ・高性能ア
ンテナ・尾道ケーブルテレビ加入・
既設共聴加入）が未対策の人は、至
急対策をお願いします。
　また、一時的な対策として衛星放
送で東京のキー局を受信している
場合は、平成27年３月31日までとな
ります。ご注意ください。
■問総務省中国地域テレビ受信者
　支援センター
　（デジサポ中国　☎082- 553- 0101）
　中国総合通信局放送課
　（☎082-222-3414）
　環境政策課（☎0848-25-7430）

低利融資で勤労者の暮らしを応援します
中国労働金庫の自治体提携ローン

　市と中国労働金庫では、共同で低
利の融資制度を設けています。この
自治体提携ローンは、尾道支店のほ
かに、因島相談センターでも取扱が
できます。
対象　市内在住か勤務する勤労者
融資限度額　①住宅費、下水道整備
費、教育費、医療費、介護器具購入
費とこれらの使途の借換は500万
円②生活支援資金は200万円
返済期間　最長10年（毎月返済か毎
月・一時金併用返済）
融資利率　①は年1.82％
　　　　　②は年1.59％
※①②ともに別途保証料は年利
0.7％～1.2％

■申■問中国労働金庫尾道支店
　（☎0848-46-8110）
　因島相談センター
　（☎0845-22-2517）

夜間納付相談窓口を設置します

　収納課では、昼間お仕事などで税
金や保険料の相談が難しい皆さん
の納付相談機会を確保するため、5
月から毎月第 3 木曜日に夜間納付
相談窓口を設置します。
　相談にあたっては、お手数ですが
事前にご連絡をお願いします。

　詳しくはお問い合わせください。
相談受付時間　17：15～20：00
相談場所　収納課（市役所 2階）
■問収納課
　収納一係（☎0848-25-7210）
　収納二係（☎0848-25-7174）

配偶者・パートナーからの暴力
（ＤＶ）等で悩んでいませんか

　ＤＶや女性に関わる問題等で悩
んでいる人とその家族が自立した
日常生活を送れるよう、専門の女性
相談員が相談を受け付けています。
　秘密は守られますので、一人で悩
まず、どんなことでも気軽にご相談
ください。
相談場所　総合福祉センター
　　　　　因島ふれあいセンター
受付時間　月～金曜 9：30～16：00
　　　　　（祝日を除く）
■問社会福祉課（☎0848-25-7122）

尾道市ふるさと納税推進事業
参加事業者募集

　市では、ふるさと納税を一層推進
し、魅力ある地域情報の発信につな
げるため、一定額以上のふるさと納
税をした皆さんに対してふるさと産

品等を贈呈する「尾道市ふるさと納
税推進事業」を 8月から始めます。
　この事業に賛同し、ご協力いただ
ける事業者を募集します。
対象　市内に本社か主たる事業所
を有する法人・個人事業者（尾道
市の物品購入・業務委託等指名業
者の資格を有するもの）
提供いただくふるさと産品等
　製品の製造か販売、原材料生産が
市内で行われている商品または
市内の施設で提供されるサービ
スで概ね５千円以上（商品の場合
は送料含む）のもの
※事業推進費として、1 件当たり 5 千
円を上限として市が負担します。
応募方法　 6 月 8 日㈮までに、指定
の参加申込書に必要書類（事業者
の概要が分かる書類、ふるさと産
品等の紹介文・写真）を添えて提
出（Ｅメール、郵送も可）
※詳しくは市ホームページをご覧
ください。

■申■問市民税課市民税係
　（☎0848-25-7154）
■e siminzei@city.onomichi.hiroshima.jp

　☎電話 ■FAXファックス ■e電子メール ■HPホームページ ■申申込・応募先 ■問問い合わせ先

　７月９日㈪から、日本に適法に３カ月を超えて在留
する外国籍の人に、住民基本台帳制度が適用となり、
住民票が作成されます。これに伴い、外国人登録制度
は廃止になります。外国人登録証明書は、次のとおり
「特別永住者証明書」「在留カード」に換わります。
【特別永住者】「特別永住者証明書」が交付されます。
【特別永住者以外の人】「在留カード」が交付されます。
※詳しくは、法務省入国管理局のページをご覧ください。
■HPhttp：//www.immi－moj.go.jp/newimmiact_1
■HPhttp：//www.immi－moj.go.jp/newimmiact_2
※外国籍の人の住民票作成のため、５月中旬以降に
仮住民票を送付し、確認をお願いする予定です。ご
協力をお願いします。

Ｑ＆Ａ
●Q  ：現在持っている外国人登
録証明書は、すぐに「特別永
住者証明書」「在留カード」に
換える必要がありますか？

●A  ：すぐに換える必要はあり
ません。新制度導入後から一定期間は、現在お持ち
の外国人登録証明書を「在留カード」「特別永住者証
明書」とみなすことになります。

■問外国人在留総合インフォメーションセンター
　（☎0570-013904）
　市民課戸籍係（☎0848-25-7150）

在留カード

至JR新尾道駅

至尾道市街

←至184号へ←至184号へ
←至尾道←至尾道 至福山方面→至福山方面→

国道2号バイパス→国道2号バイパス→
国道2号バイパス国道2号バイパス

←

←

2

規制場所

外国人登録制度が廃止になります
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勾配30°

高さ
5m以上

急傾斜地

●教室・催しなどについて料金表示のないものは、原則無料です。（参加費など）

募　集

木造住宅の耐震診断費補助
暮らし安心、わが家も耐震

　今や、いつどこで起きてもおかし
くない大規模地震。その時に備えて、
住まいの耐震化を進めましょう。
　木造住宅の安全性を調査する耐
震診断費用を、3 分の 2 以内で上限
　2 万円まで補助します。
対象となる住宅
（すべての要件を満たすもの）
①市内にある木造在来軸組構法お
よび伝統的構法の住宅
②昭和56年 5 月31日以前に着工さ
れた戸建て住宅、長屋住宅または
併用住宅（延べ面積の 2 分の 1 以
上を住宅の用に供するものに限
る）であること
③居住の実態があること
④地階を除く階数が 2以下であること
⑤国、地方公共団体、その他公的団体
が所有するもの以外であること

募集件数　先着10件
申込期間　 5月21日㈪～11月30日㈮
■申■問建築指導課建築指導係
　（☎0848-25-7245）

平成23・24年度尾道市建設工事等
入札参加資格審査追加申請受付

　平成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。
対象　入札参加資格を有していな
い人、すでに資格を有する市内業
者で業種の追加を希望する人
受付期間　６月11日㈪～15日㈮
　８：30～12：00、13：00～17：00
受付場所　契約管財課契約係
　　　　　（市役所４階）
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
ロッピーディスクかＣＤとその
内容を印刷した申請書を添付書
類と併せて提出（※直接ご持参く
ださい。）
その他　希望者は、受付期間中、広

島県と県内市町が共同で運営す
る「電子入札等システム」を利用
した申請（電子申請）を行うこと
ができます。添付書類は契約管財
課契約係に提出（持参・郵送どち
らでも可で、6月22日㈮必着）

■申■問契約管財課契約係
　（☎0848-25-7282）

平成23・24年度物品購入等入札
参加資格審査追加申請受付

　平成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。
対象　入札参加資格を有していない人
受付期間　 6月11日㈪～15日㈮
　 8：30～12：00、 13：00～17：00
※郵送の場合は 6月15日㈮必着
受付場所　財務課用度係（市役所 4階）
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
ウンロード可（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）
■申■問財務課用度係（☎0848- 25- 7324）

急傾斜地の崩壊を防止するた
めの工事を行っています
急傾斜地崩壊対策事業

　豪雨による地すべりや崖崩れな
どが心配されています。土木課で
は、次のような急傾斜地の崩壊を防
止するための工事を行っています。
◎斜面の角度が概ね30度以上
◎高さが 5ｍを越える自然斜面
◎斜面が崩壊した場合に 2 戸以上
の家屋が影響を受ける場合
　なお、事業の際には地元分担金が
必要です。詳しくはお問い合わせく
ださい。
■問土木課事業調整係
　（☎0848-25-7254）

一般国道２号尾道バイパスで
終日車線規制を行います

　国道 2 号尾道バイパスの上下線
で、追い越し車線の終日車線規制を
行います。
　規制期間中は、現地の案内誘導や標
識に従い注意してご通行ください。
規制期間
　 5月11日㈮ 9：00～ 9 月中旬
規制場所　一般国道 2号尾道バイパス
規制内容　終日車線規制（上下線とも
追い越し車線の規制を行います。）

※ 8 月11日㈯～19日㈰は規制解除
を行います。
※規制期間は、雨天等により変更と
なる場合があります。
■問国土交通省福山河川国道事務所
　（☎084-923-2620）

地上デジタルに係る
難視対象の皆さんへ

　平成23年 7 月24日に「地上アナロ
グ放送」から「地上デジタル放送」に
完全移行しました。
　地上デジタルが受信困難地域で、
恒久対策（共同アンテナ・高性能ア
ンテナ・尾道ケーブルテレビ加入・
既設共聴加入）が未対策の人は、至
急対策をお願いします。
　また、一時的な対策として衛星放
送で東京のキー局を受信している
場合は、平成27年３月31日までとな
ります。ご注意ください。
■問総務省中国地域テレビ受信者
　支援センター
　（デジサポ中国　☎082- 553- 0101）
　中国総合通信局放送課
　（☎082-222-3414）
　環境政策課（☎0848-25-7430）

低利融資で勤労者の暮らしを応援します
中国労働金庫の自治体提携ローン

　市と中国労働金庫では、共同で低
利の融資制度を設けています。この
自治体提携ローンは、尾道支店のほ
かに、因島相談センターでも取扱が
できます。
対象　市内在住か勤務する勤労者
融資限度額　①住宅費、下水道整備
費、教育費、医療費、介護器具購入
費とこれらの使途の借換は500万
円②生活支援資金は200万円
返済期間　最長10年（毎月返済か毎
月・一時金併用返済）
融資利率　①は年1.82％
　　　　　②は年1.59％
※①②ともに別途保証料は年利
0.7％～1.2％

■申■問中国労働金庫尾道支店
　（☎0848-46-8110）
　因島相談センター
　（☎0845-22-2517）

夜間納付相談窓口を設置します

　収納課では、昼間お仕事などで税
金や保険料の相談が難しい皆さん
の納付相談機会を確保するため、5
月から毎月第 3 木曜日に夜間納付
相談窓口を設置します。
　相談にあたっては、お手数ですが
事前にご連絡をお願いします。

　詳しくはお問い合わせください。
相談受付時間　17：15～20：00
相談場所　収納課（市役所 2階）
■問収納課
　収納一係（☎0848-25-7210）
　収納二係（☎0848-25-7174）

配偶者・パートナーからの暴力
（ＤＶ）等で悩んでいませんか

　ＤＶや女性に関わる問題等で悩
んでいる人とその家族が自立した
日常生活を送れるよう、専門の女性
相談員が相談を受け付けています。
　秘密は守られますので、一人で悩
まず、どんなことでも気軽にご相談
ください。
相談場所　総合福祉センター
　　　　　因島ふれあいセンター
受付時間　月～金曜 9：30～16：00
　　　　　（祝日を除く）
■問社会福祉課（☎0848-25-7122）

尾道市ふるさと納税推進事業
参加事業者募集

　市では、ふるさと納税を一層推進
し、魅力ある地域情報の発信につな
げるため、一定額以上のふるさと納
税をした皆さんに対してふるさと産

品等を贈呈する「尾道市ふるさと納
税推進事業」を 8月から始めます。
　この事業に賛同し、ご協力いただ
ける事業者を募集します。
対象　市内に本社か主たる事業所
を有する法人・個人事業者（尾道
市の物品購入・業務委託等指名業
者の資格を有するもの）
提供いただくふるさと産品等
　製品の製造か販売、原材料生産が
市内で行われている商品または
市内の施設で提供されるサービ
スで概ね５千円以上（商品の場合
は送料含む）のもの
※事業推進費として、1 件当たり 5 千
円を上限として市が負担します。
応募方法　 6 月 8 日㈮までに、指定
の参加申込書に必要書類（事業者
の概要が分かる書類、ふるさと産
品等の紹介文・写真）を添えて提
出（Ｅメール、郵送も可）
※詳しくは市ホームページをご覧
ください。

■申■問市民税課市民税係
　（☎0848-25-7154）
■e siminzei@city.onomichi.hiroshima.jp

　☎電話 ■FAXファックス ■e電子メール ■HPホームページ ■申申込・応募先 ■問問い合わせ先

　７月９日㈪から、日本に適法に３カ月を超えて在留
する外国籍の人に、住民基本台帳制度が適用となり、
住民票が作成されます。これに伴い、外国人登録制度
は廃止になります。外国人登録証明書は、次のとおり
「特別永住者証明書」「在留カード」に換わります。
【特別永住者】「特別永住者証明書」が交付されます。
【特別永住者以外の人】「在留カード」が交付されます。
※詳しくは、法務省入国管理局のページをご覧ください。
■HPhttp：//www.immi－moj.go.jp/newimmiact_1
■HPhttp：//www.immi－moj.go.jp/newimmiact_2
※外国籍の人の住民票作成のため、５月中旬以降に
仮住民票を送付し、確認をお願いする予定です。ご
協力をお願いします。

Ｑ＆Ａ
●Q  ：現在持っている外国人登
録証明書は、すぐに「特別永
住者証明書」「在留カード」に
換える必要がありますか？

●A  ：すぐに換える必要はあり
ません。新制度導入後から一定期間は、現在お持ち
の外国人登録証明書を「在留カード」「特別永住者証
明書」とみなすことになります。

■問外国人在留総合インフォメーションセンター
　（☎0570-013904）
　市民課戸籍係（☎0848-25-7150）

在留カード

至JR新尾道駅

至尾道市街

←至184号へ←至184号へ
←至尾道←至尾道 至福山方面→至福山方面→

国道2号バイパス→国道2号バイパス→
国道2号バイパス国道2号バイパス

←

←

2

規制場所

外国人登録制度が廃止になります
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因島水軍まつり出場者募集

●教室・催しなどについて料金表示のないものは、原則無料です。（参加費など）

催　し

しまなみビーチ海水浴場
「海の家」仮設売店出店者募集

　アメニティ公園園地で「海の家」
（仮設売店）を出店しませんか。
募集数　 2者（ 1者につき144㎡以内）
使用許可期間
　 7月14日㈯～ 8月21日㈫
土地使用料　 1 ㎡当たり 1 カ月に
つき180円（端数は日割り計算）
※電気・水道代ほか必要経費を除く
募集要項　 5 月24日㈭まで、しまお
こし課で配布（市ホームページで
ダウンロードも可）
申込期限　 5月28日㈪
■現地説明会（応募者必須）
日時　 5月21日㈪15：00～
■申■問因島総合支所しまおこし課
　（☎0845-26-6212）

「尾道のいい店」を教えてください
第2回ええみせじゃん尾道

　小売店等の店舗で、店舗演出・接
客・商品構成等が優秀と認められ、
地域に根づき親しまれ、地域振興に
寄与している店舗を表彰します。自
薦・他薦をお待ちしています。
応募期限　 5月31日㈭

■跳楽舞
　跳楽舞とは、昔、村上水軍
が凱旋した時、島の人々が喜
びを表現した踊りです。当日
は、砂浜で生の太鼓のおはや
しに合わせて踊ります。各隊
でテーマを決め、喜びを表現してください！
日時　 8月25日㈯18：00～予定
場所　因島アメニティ公園しまなみビーチ
申込方法　 6月29日㈮までに「隊名・代表者名（名前、住
所、電話番号）、参加人数」を電話かはがき、ＦＡＸ等
で申込

※踊りは自由ですが「エイエイオー」の掛け声を入れて
ください。幼稚園・保育所の子どもたちの参加大歓迎。
跳楽舞ＤＶＤ貸出あり。

■申■問〒722-2323　尾道市因島土生町1809-20
　因島商工会議所内　跳楽舞部会事務局
　（☎0845-22- 2211　■FAX0845- 22- 6033）

対象店舗　尾道商工会議所管内の
小売店・飲食店・サービス業の店
舗（大型店やチェーン店を除く）
※表彰を受けたお店は「尾道のいい
店」としてＰＲします。他薦者に
は表彰店舗で使える商品券3,000
円分を抽選で20人にプレゼント。
※応募方法など、詳しくは尾道商工会
議所ホームページをご覧ください。
■申■問尾道商工会議所（☎0848- 22- 2165）
■HP  

　eemisejyan

第64回広島県美術展作品募集

■尾道会場受付
受付日時　 6月 8日㈮10：00～18：00
受付場所　公会堂ロビー
種目　絵画系、彫塑系、工芸系、書
系、写真系、デザイン系
応募点数　一種目につき一人 1点
費用　6,000円（出品料3,000円、搬送
費用3,000円）
※ 6 月 9 日㈯、10日㈰、12日㈫は広
島県立美術館で受付します。
■問文化振興課（☎0848-25-7366）

放課後児童クラブ登録指導員募集

募集人数　若干名
資格等　①教員、保育士、幼稚園教
諭、社会教育主事などの資格を有
する人②社会教育団体で指導者と
して経験があるなど児童の指導に
ついての知識・経験を有する人
勤務場所　旧尾道・御調・向島・因島・
瀬戸田地域の各放課後児童クラブ
勤務内容　指導員が休む場合の代
替や長期休業日等の加配指導員
として不定期の勤務（月～金曜
14：00～18：00、長期休業日８：30
～13：00・13：30～18：00の２交代
勤務、土曜８：30～18：00のうち交
代勤務等。詳しくはお問い合わせ
ください。）
報酬　時給1,000円
申込期限　 5月31日㈭
※社会保険、賞与、交通費の支給はあ
りません。面談のうえ決定します。

■申■問子育て支援課（☎0848-25-7215）

介護保険施設の
整備・運営事業者募集

　第 5 期介護保険事業計画に基づ
いたサービス基盤を整備するため、

よりよい介護サービスの提供が期
待できる意欲ある事業者を募集し
ています。
●募集するサービス種類
◇認知症対応型共同生活介護
◇小規模多機能型居宅介護
※募集内容・提出書類の様式等は、市
ホームページに掲載しています。

■申■問高齢者福祉課介護管理係
　（☎0848-25-7440）

市民まちづくり活動発表会
～尾道市市民提案事業成果報告会～

　市民提案事業により、まちづくり
活動を実施してきた団体がその内
容と成果を発表します。団体相互の
交流はもちろん、一般参加者との交
流を深め、新たなまちづくり活動に
つなげていく発表会です。
　今年は、市民参加のマーケット「に
ぎわいマルシェ」を同時開催します。

■平成24年度まちづくり活動発表会
日時　 5月27日㈰13：00～16：30
場所　しまなみ交流館 1階市民ギャラリー
内容　活動内容の発表
第一部（活動スタート部門）
　①原田町梶山田矢原小組町内会
②除虫菊を愛する会
　③しんがいの未来を考える会
第二部（活動育成部門）
　①脱温暖化・門田地域協議会
　②NPO法人尾道空き家再生プロジェクト
　③三成学区の歴史と自然を訪ねる会
　④アートスクールバスサポーター
の会

　⑤平田玉蘊顕彰会
■にぎわいマルシェ
日時　 5月27日㈰11：00～17：00
場所　しまなみ交流館前芝生広場
内容　活動成果品の展示販売や
ワークショップなどの開催

■問政策企画課協働推進係
　（☎0848-25-7435）

尾道マンガ大賞展ワークショップ
つるけんたろうのヨモヤマ・マンガ塾

　つるけんたろうさん（マンガ作
家）が、尾道マンガ大賞展の 1 コマ・
　4 コママンガの描き方など、楽しく
実技指導してくれます。同時にマン
ガの模写を行うワークショップを
行うほか、マンガのヨモヤマ相談に
お答えします。
日時　 5月26日㈯、6月 2日㈯
　　　10：00～16：00
場所　公会堂別館 2階22号室
講師　つるけんたろうさん
　　　（市内在住・マンガ作家）
対象　児童・生徒・一般（各日とも先
着15人、要申込）
参加費　一人500円
■申■問政策企画課協働推進係
　（☎0848-25-7435）

　☎電話 ■FAXファックス ■e電子メール ■HPホームページ ■申申込・応募先 ■問問い合わせ先

ちょうらくまい

■小早　
　小早は、村上水軍が使っ
ていた伝令船を再現した
木造船です。櫂のこぎ手14
人と舵取りの船頭、太鼓を
打つ人の計16人が乗り込
み、約 1㎞のコースで競います。
日時　 8月26日㈰８：30～予定
場所　因島アメニティ公園しまなみビーチ
種目　【 1 部】高校生以上のチーム【レディースの部】女性
チーム【小学生の部】小学 4～ 6年生【中学生の部】中学生

参加資格　練習、本祭とも参加できる団体
申込方法　 5月21日㈪～ 6 月22日㈮に「チーム名、代表者（名前、
住所、電話番号）、参加人数」を、はがきかＦＡＸ、Ｅメールで申込

■申■問〒722-2392　尾道市因島土生町7-4
　因島総合支所しまおこし課「小早レース出場募集」係
　（☎0845-26- 6212　■FAX0845- 22- 2203）
■e insm.okoshi@city.onomichi.hiroshima.jp

　ジャマイカは、原住民がヨーロッパ人、アフリカ人に
出会った国で、色彩・人種・言語の多様性は、ジャマイ
カ・クレオール語“パトワ”に大きく影響している。ジャ
マイカは307年の厳しい英国統治の時代を経て50年前
に誕生した若い国で、レゲエ、ジャークチキン、大自然、
ゆったり時間を超越した雰囲気はすべてこの国を代表
するものだ。また、黒（国民と強さ）・緑（自然）・金（太陽）
で構成される国旗はこの国を見事に表している。
　この 2 年、私は外国語指導助手として来日し、日本の
生活や出会ってきた日本人・外国人に強い衝撃を受け
ながら過ごしている。第 2 の故郷「尾道」とジャマイカ
は離れているが愛すべき共通点をもつ。 普段は小さな
町の緩やかなペースで生活しているが、地元の祭りの
時には集結し盛り上がる。また、地元の食べ物や歴史的
な場所には深い意味が含まれ、伝統行事に関連してい
ることが多い。特に、正直さに育まれた創造力は最大の
共通点だ。ジャマイカには短い歴史しかないが、国内外
に影響を与える偉大な人物を輩出してくることができ
たのは、その創造力のお陰である。 
　ジャマイカはバイリンガル国家で、イギリス英語を

話す一方、アフリカ系ヒス
パニックの文化も保ち続
けてきた。学校や公的機関
は英語で運営されている
が、街で人々が話す言葉は
パトワだ。パトワの単語は
リズミカルでおもしろい
響きをしていて、例えば「子ども」は“リクルピクニ”、
「やわらかい」は”プォトゥプォトゥ”などと言う。
　海洋探検家コロンブスがジャマイカの自然美を「木
と水があふれる大地」と表現して以降、あらゆる人がこ
の島を第 1 目的地にしたという。今では毎年100万を超
える旅行者を迎え、“太陽と海と砂浜の国”というだけ
でなく、1 日30以上、年間 1 万 3 千ものイベントを開催
するレゲエ大国だ。実は日本でも、東京・福井・福岡など
でレゲエやダンスホール（ジャマイカの新しい音楽）の
ライブを楽しむことができる。 
　12,912.26 km、20時間もの移動を要する日本とジャマ
イカは、共通点と同様に相違点も多い。日本人があまり
個人や個性を重視しない点は最大の相違点であり、常
に不思議に思う。私たちは皆、“他者との協調と個性の
尊重”について自問自答すべきなのではないかと思う。

こはや

国際交流コーナー国際交流コーナー 　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。
■問尾道市国際交流推進協議会事務局（秘書広報課内　☎0848-25-7395）

ショーン・スターリング（ジャマイカ）

http：//www.onomichi-cci.or.jp/

日本の中のジャマイカ
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因島水軍まつり出場者募集

●教室・催しなどについて料金表示のないものは、原則無料です。（参加費など）

催　し

しまなみビーチ海水浴場
「海の家」仮設売店出店者募集

　アメニティ公園園地で「海の家」
（仮設売店）を出店しませんか。
募集数　 2者（ 1者につき144㎡以内）
使用許可期間
　 7月14日㈯～ 8月21日㈫
土地使用料　 1 ㎡当たり 1 カ月に
つき180円（端数は日割り計算）
※電気・水道代ほか必要経費を除く
募集要項　 5 月24日㈭まで、しまお
こし課で配布（市ホームページで
ダウンロードも可）
申込期限　 5月28日㈪
■現地説明会（応募者必須）
日時　 5月21日㈪15：00～
■申■問因島総合支所しまおこし課
　（☎0845-26-6212）

「尾道のいい店」を教えてください
第2回ええみせじゃん尾道

　小売店等の店舗で、店舗演出・接
客・商品構成等が優秀と認められ、
地域に根づき親しまれ、地域振興に
寄与している店舗を表彰します。自
薦・他薦をお待ちしています。
応募期限　 5月31日㈭

■跳楽舞
　跳楽舞とは、昔、村上水軍
が凱旋した時、島の人々が喜
びを表現した踊りです。当日
は、砂浜で生の太鼓のおはや
しに合わせて踊ります。各隊
でテーマを決め、喜びを表現してください！
日時　 8月25日㈯18：00～予定
場所　因島アメニティ公園しまなみビーチ
申込方法　 6月29日㈮までに「隊名・代表者名（名前、住
所、電話番号）、参加人数」を電話かはがき、ＦＡＸ等
で申込

※踊りは自由ですが「エイエイオー」の掛け声を入れて
ください。幼稚園・保育所の子どもたちの参加大歓迎。
跳楽舞ＤＶＤ貸出あり。

■申■問〒722-2323　尾道市因島土生町1809-20
　因島商工会議所内　跳楽舞部会事務局
　（☎0845-22- 2211　■FAX0845- 22- 6033）

対象店舗　尾道商工会議所管内の
小売店・飲食店・サービス業の店
舗（大型店やチェーン店を除く）
※表彰を受けたお店は「尾道のいい
店」としてＰＲします。他薦者に
は表彰店舗で使える商品券3,000
円分を抽選で20人にプレゼント。
※応募方法など、詳しくは尾道商工会
議所ホームページをご覧ください。
■申■問尾道商工会議所（☎0848- 22- 2165）
■HP  

　eemisejyan

第64回広島県美術展作品募集

■尾道会場受付
受付日時　 6月 8日㈮10：00～18：00
受付場所　公会堂ロビー
種目　絵画系、彫塑系、工芸系、書
系、写真系、デザイン系
応募点数　一種目につき一人 1点
費用　6,000円（出品料3,000円、搬送
費用3,000円）
※ 6 月 9 日㈯、10日㈰、12日㈫は広
島県立美術館で受付します。
■問文化振興課（☎0848-25-7366）

放課後児童クラブ登録指導員募集

募集人数　若干名
資格等　①教員、保育士、幼稚園教
諭、社会教育主事などの資格を有
する人②社会教育団体で指導者と
して経験があるなど児童の指導に
ついての知識・経験を有する人
勤務場所　旧尾道・御調・向島・因島・
瀬戸田地域の各放課後児童クラブ
勤務内容　指導員が休む場合の代
替や長期休業日等の加配指導員
として不定期の勤務（月～金曜
14：00～18：00、長期休業日８：30
～13：00・13：30～18：00の２交代
勤務、土曜８：30～18：00のうち交
代勤務等。詳しくはお問い合わせ
ください。）
報酬　時給1,000円
申込期限　 5月31日㈭
※社会保険、賞与、交通費の支給はあ
りません。面談のうえ決定します。

■申■問子育て支援課（☎0848-25-7215）

介護保険施設の
整備・運営事業者募集

　第 5 期介護保険事業計画に基づ
いたサービス基盤を整備するため、

よりよい介護サービスの提供が期
待できる意欲ある事業者を募集し
ています。
●募集するサービス種類
◇認知症対応型共同生活介護
◇小規模多機能型居宅介護
※募集内容・提出書類の様式等は、市
ホームページに掲載しています。

■申■問高齢者福祉課介護管理係
　（☎0848-25-7440）

市民まちづくり活動発表会
～尾道市市民提案事業成果報告会～

　市民提案事業により、まちづくり
活動を実施してきた団体がその内
容と成果を発表します。団体相互の
交流はもちろん、一般参加者との交
流を深め、新たなまちづくり活動に
つなげていく発表会です。
　今年は、市民参加のマーケット「に
ぎわいマルシェ」を同時開催します。

■平成24年度まちづくり活動発表会
日時　 5月27日㈰13：00～16：30
場所　しまなみ交流館 1階市民ギャラリー
内容　活動内容の発表
第一部（活動スタート部門）
　①原田町梶山田矢原小組町内会
②除虫菊を愛する会
　③しんがいの未来を考える会
第二部（活動育成部門）
　①脱温暖化・門田地域協議会
　②NPO法人尾道空き家再生プロジェクト
　③三成学区の歴史と自然を訪ねる会
　④アートスクールバスサポーター
の会

　⑤平田玉蘊顕彰会
■にぎわいマルシェ
日時　 5月27日㈰11：00～17：00
場所　しまなみ交流館前芝生広場
内容　活動成果品の展示販売や
ワークショップなどの開催

■問政策企画課協働推進係
　（☎0848-25-7435）

尾道マンガ大賞展ワークショップ
つるけんたろうのヨモヤマ・マンガ塾

　つるけんたろうさん（マンガ作
家）が、尾道マンガ大賞展の 1 コマ・
　4 コママンガの描き方など、楽しく
実技指導してくれます。同時にマン
ガの模写を行うワークショップを
行うほか、マンガのヨモヤマ相談に
お答えします。
日時　 5月26日㈯、6月 2日㈯
　　　10：00～16：00
場所　公会堂別館 2階22号室
講師　つるけんたろうさん
　　　（市内在住・マンガ作家）
対象　児童・生徒・一般（各日とも先
着15人、要申込）
参加費　一人500円
■申■問政策企画課協働推進係
　（☎0848-25-7435）

　☎電話 ■FAXファックス ■e電子メール ■HPホームページ ■申申込・応募先 ■問問い合わせ先

ちょうらくまい

■小早　
　小早は、村上水軍が使っ
ていた伝令船を再現した
木造船です。櫂のこぎ手14
人と舵取りの船頭、太鼓を
打つ人の計16人が乗り込
み、約 1㎞のコースで競います。
日時　 8月26日㈰８：30～予定
場所　因島アメニティ公園しまなみビーチ
種目　【 1 部】高校生以上のチーム【レディースの部】女性
チーム【小学生の部】小学 4～ 6年生【中学生の部】中学生

参加資格　練習、本祭とも参加できる団体
申込方法　 5月21日㈪～ 6 月22日㈮に「チーム名、代表者（名前、
住所、電話番号）、参加人数」を、はがきかＦＡＸ、Ｅメールで申込

■申■問〒722-2392　尾道市因島土生町7-4
　因島総合支所しまおこし課「小早レース出場募集」係
　（☎0845-26- 6212　■FAX0845- 22- 2203）
■e insm.okoshi@city.onomichi.hiroshima.jp

　ジャマイカは、原住民がヨーロッパ人、アフリカ人に
出会った国で、色彩・人種・言語の多様性は、ジャマイ
カ・クレオール語“パトワ”に大きく影響している。ジャ
マイカは307年の厳しい英国統治の時代を経て50年前
に誕生した若い国で、レゲエ、ジャークチキン、大自然、
ゆったり時間を超越した雰囲気はすべてこの国を代表
するものだ。また、黒（国民と強さ）・緑（自然）・金（太陽）
で構成される国旗はこの国を見事に表している。
　この 2 年、私は外国語指導助手として来日し、日本の
生活や出会ってきた日本人・外国人に強い衝撃を受け
ながら過ごしている。第 2 の故郷「尾道」とジャマイカ
は離れているが愛すべき共通点をもつ。 普段は小さな
町の緩やかなペースで生活しているが、地元の祭りの
時には集結し盛り上がる。また、地元の食べ物や歴史的
な場所には深い意味が含まれ、伝統行事に関連してい
ることが多い。特に、正直さに育まれた創造力は最大の
共通点だ。ジャマイカには短い歴史しかないが、国内外
に影響を与える偉大な人物を輩出してくることができ
たのは、その創造力のお陰である。 
　ジャマイカはバイリンガル国家で、イギリス英語を

話す一方、アフリカ系ヒス
パニックの文化も保ち続
けてきた。学校や公的機関
は英語で運営されている
が、街で人々が話す言葉は
パトワだ。パトワの単語は
リズミカルでおもしろい
響きをしていて、例えば「子ども」は“リクルピクニ”、
「やわらかい」は”プォトゥプォトゥ”などと言う。
　海洋探検家コロンブスがジャマイカの自然美を「木
と水があふれる大地」と表現して以降、あらゆる人がこ
の島を第 1 目的地にしたという。今では毎年100万を超
える旅行者を迎え、“太陽と海と砂浜の国”というだけ
でなく、1 日30以上、年間 1 万 3 千ものイベントを開催
するレゲエ大国だ。実は日本でも、東京・福井・福岡など
でレゲエやダンスホール（ジャマイカの新しい音楽）の
ライブを楽しむことができる。 
　12,912.26 km、20時間もの移動を要する日本とジャマ
イカは、共通点と同様に相違点も多い。日本人があまり
個人や個性を重視しない点は最大の相違点であり、常
に不思議に思う。私たちは皆、“他者との協調と個性の
尊重”について自問自答すべきなのではないかと思う。

こはや

国際交流コーナー国際交流コーナー 　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。
■問尾道市国際交流推進協議会事務局（秘書広報課内　☎0848-25-7395）

ショーン・スターリング（ジャマイカ）

http：//www.onomichi-cci.or.jp/

日本の中のジャマイカ
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(☎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

●教室・催しなどについて料金表示のないものは、原則無料です。（参加費など）

日程 内　容

おのみち市民大学まちづくり講座
レッツ自転車♪
～自転車を活かすまちづくりとは～

　急速に高まる自転
車人気。しかし、接触
事故の増加やマナー
の悪さなど課題や問
題点も見られます。
自転車の魅力や課題
について学び、自転
車を通したまちづくりについて考
えてみませんか。
日時　 6月 2日㈯13：30～15：10
場所　しまなみ交流館 1階
　　　市民ギャラリー
講師　疋田　智さん（自転車ツーキニス
ト、ＴＢＳ情報制作局プロデューサー）

■問生涯学習課（☎0848-20-7444）

図書館へ行こう！

●瀬戸田図書館
　（☎0845-27-1877）
■「似顔絵の中に-私-」展　
　似顔絵師・宮地真一さんが帰郷し
てふるさとの人たちを描いた作品
の展示です。
期間　開催中、5月19日㈯まで
■東生口木版画教室作品展
　東生口公民館での教室が自主
サークルとして再出発。
　彫って刷る手作業に、メンバーは
魅力を感じています。
期間　 5月23日㈬～ 6月 8日㈮
時間　10：00～18：00（月・火曜休館）

●向島子ども図書館
　（☎0848-44-0114）
■特別整理期間
　 6 月 6 日㈬～ 8 日㈮は、館内蔵書
点検のため休館します。休館中の図
書等の返却は、返却ポストに入れて
ください。ただし、ＣＤ・ＤＶＤ・ビ
デオ等は壊れる恐れがありますの
で、ポストには入れず、開館時にカ
ウンターへ返却してください。

0歳から100歳まで
第６回こどもとおとなの
おはなし会

　園児・小学生・中学生・おとなも、
おはなしを語ってみませんか。出演
者の申込をお待ちしています。
日時　 6月24日㈰13：30～15：30
場所　中央図書館 2階視聴覚ホール
出演申込期限　 5月18日㈮
■申■問おのみち朗読文化を育てる会
　（堀　☎0848-47-3632）

第3回尾道文学談話会
忍者のはなし

　皆さんは「忍者」にどのようなイ
メージをお持ちですか。海外では、現
代でも日本に忍者がいると信じてい
る人がいるようです。江戸時代の人
にとって、忍者のイメージはどう
だったのでしょうか。文学作品から
検討してみましょう。「相撲取りで忍
者」なんて例もあるのです！
日時　 6月 7日㈭18：30～20：00

場所　尾道市立大学美術館（旧尾道
白樺美術館）
講師　藤沢　毅（芸術文化学部教授）
定員　20人
申込期限　 6月 4日㈪
■申■問尾道市立大学美術館
　（☎0848- 20- 7831／火・水曜休館）

尾道勤労青少年ホームの教室

■バレーボールクラブ（自主サークル）
日時　木曜　19：00～20：50
場所　尾道勤労者体育センター
内容　体育館でミニゲームをしています。
対象　市内在住か勤務先のある15
歳～35歳未満の人（学生を除く。
定員20人）
持参物　体育館シューズ
※年度途中でも登録可
※新規登録は登録料1,100円が必要
申込期限　 5月25日㈮19：00まで
■申■問尾道勤労青少年ホーム
（☎0848- 22- 5396／13：00～21：00）

因島勤労青少年ホームの教室

■ゆかた着付け教室
日時　 6月14日㈭～28日㈭
　　　19：30～21：30（全 3回）
対象　市内在住か勤務先のある35
歳未満の女性（定員15人）
講師　平岡けい子さん
※新規会員は登録料500円が必要
■問因島勤労青少年ホーム
　（☎0845-24-1228／水曜休館）

まちなか♪フリーマーケット
ｉｎ尾道2012

日時　 5月27日㈰ 9：30～15：00
場所　尾道商業会議所記念館広場
■参加者募集中です
参加費　 1区画500円（先着24組）
■申■問尾道市商店街連合会
　（☎0848-23- 5001）

第10回おのみち100㎞徒歩の旅
参加小学生募集

　尾道市内のコース100kmを、4泊 5日
かけて歩きます。
期間　 8月 6日㈪～10日㈮
対象　小学 4年生～ 6年生
定員　100人（申込多数の場合抽選）
参加費　23,000円
申込期間　５月14日㈪～25日㈮
■申■問NPO法人おのみち寺子屋
　（☎050-7568- 9555）
■HPhttp：//www.ono-tera.com/

ひとり親家庭の親子交流会
～にこにこクッキング～

　夏バテ予防のスタミナ料理・暑い
夏を乗り切ろう！
日時　 6月 3日㈰10：00～13：00
場所　総合福祉センター調理実習室
定員　10組
参加費　一人200円
持参物　エプロン、三角巾、台ふき、
ふきん、お茶
申込方法　５月31日㈭までに電話で申込
■申■問母子福祉センター
　（☎0848-22-8385）

子育てしつけ教室

　子どもに伝わる言い方、褒め方、叱
り方など、具体的なしつけスキルを
学ぶ講座です。
期間　 6月 5日～ 7月10日の火曜
時間　10：00～11：30（全 6回）
場所　児童家庭支援センターまごころ
　　　（栗原町1268- 1）
対象　 3～10歳の子を持つ保護者
定員　先着 5人（※託児あり）
■申■問児童家庭支援センターまごころ
　（☎0848-24-0556）

障害者スポーツ出前教室

　６／15㈮　フライングディスク
　7 ／20㈮　レクリエーションスポーツ
　8 ／17㈮　ビーチボールバレー
　9 ／21㈮　グラウンドゴルフ
10／19㈮　シャフルボード
11／16㈮　ペタンク
12／21㈮　だれでも簡単　体力テスト
　１／18㈮　カローリング
　２／15㈮　ポッチャ
　３／15㈮　ダーツ
時間　13：30～15：00
場所　長者原スポーツセンター
対象　原則障害者手帳（身体・療育・
精神）をお持ちの人と介助者
持参物　体育館シューズ、運動ので
きる服装で

申込方法　開催日の１週間前までに
電話かＦＡＸで申込

■申■問尾道市身体障害者福祉協会
（☎0848- 21- 2177　■FAX0848- 21- 2178）

前期危険物取扱者保安講習

　危険物取扱者免状の交付を受け
ている人で、現に危険物製造所等で
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、この期日が免状交付日か前回
講習日以後の最初の 4 月 1 日から
3 年を経過していない場合は、免
状交付日か前回講習日以後の最初
の 4月 1日から 3年以内
②前回講習受講後、引き続き従事し
ている人は、前回講習日以後の最
初の 4月 1日から 3年以内

時間　 9：15～12：15、13：15～16：15
受講手数料　4,700円
受講申請書の配布場所
　消防局予防課、各消防署・分署
申込方法　 5 月18日㈮までの 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）
※㈳広島県危険物安全協会連合会
へ郵送も可
※他市町村でも 7月に講習実施予定。
詳しくはお問い合わせください。

■申■問消防局予防課（☎0848-55-9123）

　☎電話 ■FAXファックス ■e電子メール ■HPホームページ ■申申込・応募先 ■問問い合わせ先

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：900円、定員：10人、持参物：弁当
5／29㈫

10：15～14：00

6／７㈭
費用：600円（補助金利用300円）、定員：20人、持参物：ダンボール２個13：30～15：00

巾着袋に友禅の型染めをしよう

費用：100円、定員：10人、持参物：すきこむもの
6／ 1㈮

10：30～12：00
牛乳パックで手すきはがきをつくろう

5／23㈬
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5／23㈬

10：15～12：00

5／20㈰
13：30～

ダンボールで生ごみを堆肥にしよう

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～）
６／２㈯10：00～15：00　尾道市民センターむかいしま
６／８㈮10：00～15：00　道の駅クロスロードみつぎ
６／12㈫10：30～15：00　因島総合支所前駐車場
６／13㈬10：30～15：00　瀬戸田市民会館前駐車場

6／２㈯
6／８㈮
6／12㈫
6／13㈬

費用：350円、持参物：裁縫道具（リサイクル教室　10：00～）

出店者募集（出店料：１区画1,000円、募集店数：10店）
ごみゼロの日記念「古本・レコードのセール」　５／24㈭ ～31㈭
時の記念日「時計のセール」　６／８㈮～15㈮

５/25㈮ 9：00～12：00　ゆきひろメイト店
５/26㈯ 9：00～12：00　ええじゃん尾道（東尾道）

5／25㈮
5／26㈯

出張販売＆リサイクル教室「布のコサージュをつくろう」

出張販売＆リサイクル教室「初夏の飾り物をつくろう」

フリーマーケット　６／３㈰10：00～15：00

給油取扱所、その他
給油取扱所、その他
コンビナート
給油取扱所、その他
その他、給油取扱所

三原市
尾道市
福山市
福山市 
福山市 

７／ 9 ㈪
７／10㈫
７／11㈬ 
７／12㈭
７／13㈮ 

日程 場所 講習種別

2012 せとだパリ祭
～シャンソンの祭典～
2012 せとだパリ祭
～シャンソンの祭典～
日　時　 7月22日㈰15：30～（15：00開場）
場　所　ベル・カントホール
出　演　前田美波里
　　　　ＲＯＬＬＹ
　　　　広瀬敏郎
　　　　風かおる
　　　　小川景司（尾道市出身）ほか
入場料　Ｓ（ 1・2階席）5,000円
　　　　Ａ（ 3階席）　 3,000円
　　　　※全席指定
チケット発売開始　 5月23日㈬
■問ベル・カントホール（☎0845-27-3848）
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(☎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

●教室・催しなどについて料金表示のないものは、原則無料です。（参加費など）

日程 内　容

おのみち市民大学まちづくり講座
レッツ自転車♪
～自転車を活かすまちづくりとは～

　急速に高まる自転
車人気。しかし、接触
事故の増加やマナー
の悪さなど課題や問
題点も見られます。
自転車の魅力や課題
について学び、自転
車を通したまちづくりについて考
えてみませんか。
日時　 6月 2日㈯13：30～15：10
場所　しまなみ交流館 1階
　　　市民ギャラリー
講師　疋田　智さん（自転車ツーキニス
ト、ＴＢＳ情報制作局プロデューサー）

■問生涯学習課（☎0848-20-7444）

図書館へ行こう！

●瀬戸田図書館
　（☎0845-27-1877）
■「似顔絵の中に-私-」展　
　似顔絵師・宮地真一さんが帰郷し
てふるさとの人たちを描いた作品
の展示です。
期間　開催中、5月19日㈯まで
■東生口木版画教室作品展
　東生口公民館での教室が自主
サークルとして再出発。
　彫って刷る手作業に、メンバーは
魅力を感じています。
期間　 5月23日㈬～ 6月 8日㈮
時間　10：00～18：00（月・火曜休館）

●向島子ども図書館
　（☎0848-44-0114）
■特別整理期間
　 6 月 6 日㈬～ 8 日㈮は、館内蔵書
点検のため休館します。休館中の図
書等の返却は、返却ポストに入れて
ください。ただし、ＣＤ・ＤＶＤ・ビ
デオ等は壊れる恐れがありますの
で、ポストには入れず、開館時にカ
ウンターへ返却してください。

0歳から100歳まで
第６回こどもとおとなの
おはなし会

　園児・小学生・中学生・おとなも、
おはなしを語ってみませんか。出演
者の申込をお待ちしています。
日時　 6月24日㈰13：30～15：30
場所　中央図書館 2階視聴覚ホール
出演申込期限　 5月18日㈮
■申■問おのみち朗読文化を育てる会
　（堀　☎0848-47-3632）

第3回尾道文学談話会
忍者のはなし

　皆さんは「忍者」にどのようなイ
メージをお持ちですか。海外では、現
代でも日本に忍者がいると信じてい
る人がいるようです。江戸時代の人
にとって、忍者のイメージはどう
だったのでしょうか。文学作品から
検討してみましょう。「相撲取りで忍
者」なんて例もあるのです！
日時　 6月 7日㈭18：30～20：00

場所　尾道市立大学美術館（旧尾道
白樺美術館）
講師　藤沢　毅（芸術文化学部教授）
定員　20人
申込期限　 6月 4日㈪
■申■問尾道市立大学美術館
　（☎0848- 20- 7831／火・水曜休館）

尾道勤労青少年ホームの教室

■バレーボールクラブ（自主サークル）
日時　木曜　19：00～20：50
場所　尾道勤労者体育センター
内容　体育館でミニゲームをしています。
対象　市内在住か勤務先のある15
歳～35歳未満の人（学生を除く。
定員20人）
持参物　体育館シューズ
※年度途中でも登録可
※新規登録は登録料1,100円が必要
申込期限　 5月25日㈮19：00まで
■申■問尾道勤労青少年ホーム
（☎0848- 22- 5396／13：00～21：00）

因島勤労青少年ホームの教室

■ゆかた着付け教室
日時　 6月14日㈭～28日㈭
　　　19：30～21：30（全 3回）
対象　市内在住か勤務先のある35
歳未満の女性（定員15人）
講師　平岡けい子さん
※新規会員は登録料500円が必要
■問因島勤労青少年ホーム
　（☎0845-24-1228／水曜休館）

まちなか♪フリーマーケット
ｉｎ尾道2012

日時　 5月27日㈰ 9：30～15：00
場所　尾道商業会議所記念館広場
■参加者募集中です
参加費　 1区画500円（先着24組）
■申■問尾道市商店街連合会
　（☎0848-23- 5001）

第10回おのみち100㎞徒歩の旅
参加小学生募集

　尾道市内のコース100kmを、4泊 5日
かけて歩きます。
期間　 8月 6日㈪～10日㈮
対象　小学 4年生～ 6年生
定員　100人（申込多数の場合抽選）
参加費　23,000円
申込期間　５月14日㈪～25日㈮
■申■問NPO法人おのみち寺子屋
　（☎050-7568- 9555）
■HPhttp：//www.ono-tera.com/

ひとり親家庭の親子交流会
～にこにこクッキング～

　夏バテ予防のスタミナ料理・暑い
夏を乗り切ろう！
日時　 6月 3日㈰10：00～13：00
場所　総合福祉センター調理実習室
定員　10組
参加費　一人200円
持参物　エプロン、三角巾、台ふき、
ふきん、お茶
申込方法　５月31日㈭までに電話で申込
■申■問母子福祉センター
　（☎0848-22-8385）

子育てしつけ教室

　子どもに伝わる言い方、褒め方、叱
り方など、具体的なしつけスキルを
学ぶ講座です。
期間　 6月 5日～ 7月10日の火曜
時間　10：00～11：30（全 6回）
場所　児童家庭支援センターまごころ
　　　（栗原町1268- 1）
対象　 3～10歳の子を持つ保護者
定員　先着 5人（※託児あり）
■申■問児童家庭支援センターまごころ
　（☎0848-24-0556）

障害者スポーツ出前教室

　６／15㈮　フライングディスク
　7 ／20㈮　レクリエーションスポーツ
　8 ／17㈮　ビーチボールバレー
　9 ／21㈮　グラウンドゴルフ
10／19㈮　シャフルボード
11／16㈮　ペタンク
12／21㈮　だれでも簡単　体力テスト
　１／18㈮　カローリング
　２／15㈮　ポッチャ
　３／15㈮　ダーツ
時間　13：30～15：00
場所　長者原スポーツセンター
対象　原則障害者手帳（身体・療育・
精神）をお持ちの人と介助者
持参物　体育館シューズ、運動ので
きる服装で

申込方法　開催日の１週間前までに
電話かＦＡＸで申込

■申■問尾道市身体障害者福祉協会
（☎0848- 21- 2177　■FAX0848- 21- 2178）

前期危険物取扱者保安講習

　危険物取扱者免状の交付を受け
ている人で、現に危険物製造所等で
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、この期日が免状交付日か前回
講習日以後の最初の 4 月 1 日から
3 年を経過していない場合は、免
状交付日か前回講習日以後の最初
の 4月 1日から 3年以内
②前回講習受講後、引き続き従事し
ている人は、前回講習日以後の最
初の 4月 1日から 3年以内

時間　 9：15～12：15、13：15～16：15
受講手数料　4,700円
受講申請書の配布場所
　消防局予防課、各消防署・分署
申込方法　 5 月18日㈮までの 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）
※㈳広島県危険物安全協会連合会
へ郵送も可
※他市町村でも 7月に講習実施予定。
詳しくはお問い合わせください。

■申■問消防局予防課（☎0848-55-9123）

　☎電話 ■FAXファックス ■e電子メール ■HPホームページ ■申申込・応募先 ■問問い合わせ先

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：900円、定員：10人、持参物：弁当
5／29㈫

10：15～14：00

6／７㈭
費用：600円（補助金利用300円）、定員：20人、持参物：ダンボール２個13：30～15：00

巾着袋に友禅の型染めをしよう

費用：100円、定員：10人、持参物：すきこむもの
6／ 1㈮

10：30～12：00
牛乳パックで手すきはがきをつくろう

5／23㈬
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5／23㈬

10：15～12：00

5／20㈰
13：30～

ダンボールで生ごみを堆肥にしよう

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～）
６／２㈯10：00～15：00　尾道市民センターむかいしま
６／８㈮10：00～15：00　道の駅クロスロードみつぎ
６／12㈫10：30～15：00　因島総合支所前駐車場
６／13㈬10：30～15：00　瀬戸田市民会館前駐車場

6／２㈯
6／８㈮
6／12㈫
6／13㈬

費用：350円、持参物：裁縫道具（リサイクル教室　10：00～）

出店者募集（出店料：１区画1,000円、募集店数：10店）
ごみゼロの日記念「古本・レコードのセール」　５／24㈭ ～31㈭
時の記念日「時計のセール」　６／８㈮～15㈮

５/25㈮ 9：00～12：00　ゆきひろメイト店
５/26㈯ 9：00～12：00　ええじゃん尾道（東尾道）

5／25㈮
5／26㈯

出張販売＆リサイクル教室「布のコサージュをつくろう」

出張販売＆リサイクル教室「初夏の飾り物をつくろう」

フリーマーケット　６／３㈰10：00～15：00

給油取扱所、その他
給油取扱所、その他
コンビナート
給油取扱所、その他
その他、給油取扱所

三原市
尾道市
福山市
福山市 
福山市 

７／ 9 ㈪
７／10㈫
７／11㈬ 
７／12㈭
７／13㈮ 

日程 場所 講習種別

2012 せとだパリ祭
～シャンソンの祭典～
2012 せとだパリ祭
～シャンソンの祭典～
日　時　 7月22日㈰15：30～（15：00開場）
場　所　ベル・カントホール
出　演　前田美波里
　　　　ＲＯＬＬＹ
　　　　広瀬敏郎
　　　　風かおる
　　　　小川景司（尾道市出身）ほか
入場料　Ｓ（ 1・2階席）5,000円
　　　　Ａ（ 3階席）　 3,000円
　　　　※全席指定
チケット発売開始　 5月23日㈬
■問ベル・カントホール（☎0845-27-3848）
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森林を次世代に引き継ごう
おのみちの森づくり事業

イノシシ等から農作物を守る！
鳥獣防護さく設置
事業補助金

行政書士無料相談会

日時　 5月27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、
外国人の在留資格ほか

■問広島県行政書士会尾道支部
　（小川　☎0848-48-2608）

障害者委託訓練生募集

■パソコン事務（基礎）科
期間　 6月27日㈬～ 9月26日㈬
場所　尾道キャリアスクール

対象　障害者手帳を持ち、公共職業
安定所に求職登録している人（定
員：10人）

申込方法　 6 月 8 日㈮までに最寄り
の公共職業安定所に応募用紙を提出

※その他、ｅ－ラーニングコースやパ
ソコン簿記（初級）科、パソコンビ
ジネス（応用）科、ヘルパー養成科、
ビルメンテナンス科があります。
詳しくはお問い合わせください。

■問広島障害者職業能力開発校
（☎082- 254- 1766　■FAX 082- 254- 1716）

母子福祉センター就労支援講座
医療事務講座

期間　 6月 9日～ 9月 8日の土曜
時間　12：30～16：30（全13回）
場所　総合福祉センター　
受講料　65,000円（母子家庭には母
子会より助成あり）
定員　20組（最少遂行人数12人）
※最少遂行人数に達しない場合中止
申込期限　 5月29日㈫
※ 5 月19日㈯13：30～事前説明会を
行います。（申込不要）

■申■問母子福祉センター
　（☎0848-22-8385）

　☎電話 ■FAXファックス ■e電子メール ■HPホームページ ■申申込・応募先 ■問問い合わせ先

　広島県では、ひろしまの森づくり県民税を財源に「ひろしまの
森づくり事業」を実施しています。市でも、森林を県民共有の財産
として次世代に引き継ぐため「おのみちの森づくり事業」を実施
していきます。助成対象事業は、次のとおりです。
■環境貢献林整備事業
　　スギやヒノキの人工林で15年以上手入れがされていないた
め、緊急に間伐が必要な森林の整備や風雪害による被害木の伐
倒・整理を行う事業です。
■里山林整備事業
　　手入れ不足の森林の伐倒・間伐・下刈りや松くい虫被害跡地
の整備、竹林の伐採、イノシシなどの鳥獣被害を防止するため
の森林整備などを行う事業です。
■里山保全活用支援事業
　　里山林を保全活用するための住民団体・ＮＰＯなどによる取
り組みや企業による社会貢献活動を支援する事業です。
※事業実施についてはメニューごとに採択要件があり、事前に審
査を受けていただく必要があります。
◎平成24年度の事業要望を、5 月14日㈪～31日㈭に受け付けま
す。森林の所在地や状況を確認のうえ、ご相談ください。
■問農林水産課（☎0848-20-7506）

　市では、イノシシや鳥による被害から農
作物を守るため、防護さく等を設置する農
業者に補助金を交付します。
補助額　資材費の 3 分の 1 か30,000円、
２ 戸以上の農林業者が隣接する 2 筆
以上の農地を囲む場合は 2 分の 1 か
70,000円の低い額（千円未満切捨）
申請方法　農林水産課か各支所にある申
請書類を提出
※受付補助額が予算を超過した場合は、先着
順に補助対象者を決定します。
■申■問農林水産課
　　（☎0848-20-7506）
　　因島総合支所しまおこし課
　　（☎0845-26-6211）
　　向島支所しまおこし課
　　（☎0848-44-0112）
　　御調支所まちおこし課
　　（☎0848-76-2922）
　　瀬戸田支所しまおこし課
　　（☎0845-27-2212）


