●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）

シルバー剪定講習会
3 月12日（月）～16日（金）の 5 日間
9：00～16：00
場所 市内の緑地（予定地：向東町）
対象 市内在住の原則60歳代前半
層で働く意欲があり、植木等の剪
定技能を習得したい人（一度受講
した人は不可）
定員 20人 申込期限 3 月 2 日（金）
尾道市シルバー人材センター
（☎0848−20−7700）
日時

広島県国際交流協会3月例会
日時 3 月18日（日）13：00～16：00
内容 歌「ヴァイヤ・コン・ディオ
ス」、ディスカッション「地球外
人間は存在するのか」、講演「環
境を破壊しない開発（講演者：トー
マス・コレッハさん）」
松浦宅ラウンジ
（☎0848−37−3518）
http://www.geocities.jp/matsuuras2000/

尾道大学コンピュータ公開講座
①フラクタルアートへの招待
日時 3 月24日（土）10：30～14：30
担当 大塚 登（経済情報学部教授）
内容 フリーのフラクタル作成ソフ
ト「Fractal Explorer」 を 用 い て、
色彩豊かで美しい画像やアニメー
ションを作成
※「フラクタル」とは数学的な概念で、
いくら拡大しても複雑な構造を持
ち、その一部に全体と相似な形を含
んでいるような図形を意味します。
②フリーソフトGIMPによるフォト
レタッチ入門
日時 3 月25日（日）10：30～14：30
担当 藤田幸史（経済情報学部教授）
内容 フリーソフト「GIMP」を用
いたデジカメ写真などのデジタル
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画像の加工や修正方法の初歩につ
いて
※「フォトレタッチ」とは画像データ、
特に写真を取り込んだデータを加
工・修正する作業のことをいいます。
【①②共通事項】
対象 市内在住である程度パソコン
を操作できる人
場所 尾道大学Ｃ棟 2 階Ｃ 3 教室
定員 各30人（抽選）
申込方法 3 月14日（水）までに、往
復はがきの往信欄に「コンピュー
タ公開講座受講希望、希望講座の
番号
（講座テーマ）
、住所、名前、
年齢、電話番号、パソコン歴・絵画
歴」
、返信欄に「返送先の宛名」を
記入のうえ郵送（一人につき 1 枚）
※一人 2 講座の申込可。昼食は各自
で。データを持ち帰りたい人はUSB
メモリーを持参。駐車場は、大学
駐車場
（裏門前）
をご利用ください。
〒722−8506 尾道市久山田町1600
尾道大学情報処理研究センター
（☎0848−22−8312／内線408）

楽しく役に立つパソコン講座

パソコンで脳を元気にしませんか？
■はじめの一歩編
対象 パソコンに初めて触れる人、
ゆっくりコース希望の人
内容 パソコンの使い方、キーボー
ド操作､ マウス操作、文字入力
等、ワードで文書作成
コース（全20回）
月曜日・午前の部
（第 1・3 月曜 10：00～12：00）
月曜日・午後の部
（第 1・3 月曜 13：00～15：00）
火曜日・午前の部
（第 1・3 火曜 10：00～12：00）
火曜日・午後の部
（第 1・3 火曜 13：00～15：00）

月曜日／ 4 月 2 日～ 3 月18日
火曜日／ 4 月 3 日～ 3 月19日
場所 尾道市民センターむかいしま
2 階研修室 2 ・ 3
■パソコン活用編
対象 パソコンを早く活用したい人
（文字入力できる人）
内容 パソコンの使い方、キーボー
ド操作､ マウス操作、文字入力等、
ワードで文書作成、インターネット
コース（全20回）
月曜日・午前の部
（第 2・4 月曜 10：00～12：00）
月曜日・午後の部
（第 2・4 月曜 13：00～15：00）
火曜日・午前の部
（第 2・4 火曜 10：00～12：00）
火曜日・午後の部
（第 2・4 火曜 13：00～15：00）
開講日 月曜日／ 4 月 9 日～ 3 月25日
火曜日／ 4 月10日～ 3 月12日
場所 尾道市民センターむかいしま
2 階研修室 2 ・ 3
■趣味の講座編
対象 デジカメ画像活用を希望の初
心者
内容 デジカメの写真活用
（画像編集・
アルバム作りなど）
、ブログ作成
コース（全20回）
水曜日・午前の部
（第 1・3 水曜 10：00～12：00）
水曜日・午後の部
（第 1・3 水曜 13：00～15：00）
開講日 4 月 4 日 ～ 3 月 6 日
場所 おのみち生涯学習センター 3
階パソコン研修室
【共通事項】
費用 上期分￥10,000、下期分￥10,000
（資料代。各期開講日前納）
定員 各コース20人（抽選）
講師 NPO法人シニアネット尾道会
申込方法 3 月 1 日（木）までに、往
復はがきの往信欄に「①希望コー
開講日

☎電話
ス（○○編・○曜日・○の部）②住
所③名前④年齢⑤電話番号」、返
信欄に「申込者の宛名」を記入の
うえ郵送（必着）
〒722−8510 尾道市向島町5531−1
中央公民館（☎0848−44−0683）

社長のための成功するホーム
ページ活用セミナー
ホームページを作成したけど仕事
につながらない、活用して販路を開
拓したいなど、仕事につなげるため
の 8 要素を紹介するセミナーです。
日時 3 月23日（金）14：30～16：30
場所 尾道商工会議所
受講料 一人500円
（尾道商工会議
所会員は無料）
定員 先着50人
尾道商工会議所（☎0848−22−2165）

キャリア形成支援セミナー
■再就職応援セミナー「未来の履歴書作り」
日時 3 月 1 日（木）9：30〜12：00
場所 総合福祉センター（要申込）
対象 育児や介護等を理由に退職し
た人で、再就職の準備をしている人
内容 再スタートへの戦略、自己分

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

析＆自己PR、魅力的な応募書類 ③福祉制度について
の作り方（※託児あり）
日程 3 月 2 日（金）・27日（火）
■今さら聞けないビジネスマナー
6 月 1 日（金）・19日（火）
日時 3 月19日（月）18：30〜20：30
【①②③共通事項】
場所 公会堂別館（要申込）
対象 脳炎や脳症等による脳の損傷
対象 就職活動中の人、在職者など
によって生じる、記憶障害等の認
内容 実践的ビジネスマナー、良い
知障害のある人の家族など
第一印象、クレーム対処法など
時間 14：00～15：00
商工課（☎0848−25−7182）
場所 広島県立障害者リハビリテー
ションセンター（東広島市）
申込方法 「名前、連絡先、参加希
障害者就職応援セミナー
望日」をFAXかＥメールで申込
就職に向けての考え方や必要な基
広島県高次脳機能センター
礎知識を一緒に学びませんか。就職
（☎082−425−1455 082−425−1094）
した人の体験談もお聞きします。
koujinou2@rehab-hiroshima.gr.jp
日時 3 月 9 日（金）13：30～15：30
場所 総合福祉センター（要申込）
第33回なんでもナンデモ
対象 就職をめざしている障害のある人 一日相談
※支援者・家族も参加可
商工課（☎0848−25−7182）
専門の相談員が対応します。
（申込
不要、相談無料）
相談項目 法律、調停、年金・社会
高次脳機能障害家族セミナー
保険、健康・介護保険、税務申告、
①脳損傷とその後遺症について
登記、金融、経営、創業ほか
日程 4 月13日（金）・17日（火）
日時 2 月16日（木） 9：30～15：30
②リハビリテーションと本人への関 場所 因島市民会館
り方について
日時 2 月21日（火） 9：30～15：30
日程 2 月21日（火）
場所 総合福祉センター
5 月11日（金）・15日（火）
尾道商工会議所（☎0848−22−2165）

6 【民俗文化財シリーズ】
尾道市民俗文化財

山波とんど行事（昭和49年6月17日指定）

さぎちょう

しんめいまつり

「とんど」は別名「左儀長」「神明祭」ともいわれ、日本各地で小正月
にみられる火祭りの行事です。山波とんどは江戸時代から受け継がれ、
青竹を土台にわら細工を装飾した美しい姿が特徴的です。また、大人
から子どもまでが担いで、はやしにあわせて練り歩く姿も独特です。
ひとしきり競いあった後、とんどに火がつけられ、家から持ち寄った
しめ飾りや門松などを焼きます。その火は線香につけて持ち帰られ、
人々は先祖に一年の計を立てます。とんどの火は、豊作や無病息災へ
の願いを天に届け、家庭・地域の絆をつなぐ伝統のともし火です。

文化振興課（☎0848−25−7312）
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あいさつ

のことを気遣い、励ましてくれているような挨拶に
心が軽くなり、嬉しくなって「おはようございます。」
という言葉が自然に出てきました。
それはとても気持ちの良い感覚で、「人とのコミュ
ニケーション作りとしての挨拶」をまさに実感した
出来事でした。
状況に応じた礼儀としての挨拶も大切ですが、た
だ単に挨拶をしていれば良いというだけではないの
です。相手と自分を同時に認め合い、お互いが豊か
な気持ちになれるような挨拶ができるのはとても素
敵なことです。私も、相手の心に響くような挨拶が、
自分の方からできるように心がけたいと思っていま
す。
皆さんも、日頃の自分の挨拶に少し注意を向け、
まずは、一日の始まりである朝の挨拶を素敵な挨拶
に変えてみませんか。お互いが気持ち良くなれる「挨
拶の力」をきっと実感できると思います。

心に響く挨拶

皆さんはどんな挨拶をしていますか？
家庭・学校・職場・地域で、私たちが挨拶をする
機会はたくさんあります。挨拶という言葉を辞書で
調べると、
「人と人との間で取り交わす儀礼的な言葉」
とあります。
ふだん、何気なくしていると思いますが、挨拶は
コミュニケーション作りに重要な役割を果たしてい
ます。
朝、私が職場に向かう道で、掃除をしながら道ゆ
く人に挨拶をされている方がいます。「おはようござ
います。」と初めて声を掛けられた時、私はびっくり
して、小さな声でうつむき加減に「おはようござい
ます…」と言うのが精一杯でした。
その後もその方は、朝会う度に声を掛けてくださ
いましたが、私は「挨拶しなくては」という気持ち
で身構え、固い挨拶しかできませんでした。
ある朝、考え事をしながら少し沈んだ気持ちで歩
いていた私に、「おはようございます。行ってらっ
しゃい！」と、元気な声が飛び込んできました。私

市営住宅
入居者募集
住宅名

号室

公
営
住
宅

25（2階）
32（3階）
21（2階）
幸が丘 No.1
25（2階）
幸が丘 No.2
401（4階）
天女が浜 No.2 223（2階）
大蔵
204（2階）
岩井堂
602（6階）
杉谷
103（1階）
林 No.3
102（1階）

三美園 No.1

改良住宅

住宅名

特定公共賃貸住宅

神田
新高山 No.1
住宅名
本西

号室

所在地

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
記入のうえ建築課へ提出してください。
受付期間 2 月17日（金）～21日（火）必着
抽 選 日 3 月 1 日（木）
受付場所 建築課住宅係（市役所 3 階）
建築課住宅係（☎0848−25−7247）
間取り

単身
入居

収入・家賃
裁量階層
建設
（政令月収）
（政令月収）
（政令月収） （政令月収） （政令月収） （政令月収）
年度
0～104千円 ～123千円 ～139千円 ～158千円 ～186千円 ～214千円

美ノ郷町三成

2DK 6+4.5+DK

○

1969

栗原町

3DK 6+4.5+3+DK

○

栗原町
向東町
御調町大蔵
御調町市
御調町貝ヶ原
瀬戸田町林

3DK 6+4.5+3+DK
3DK 6+6+5+DK
3DK 7+6+6+DK
2LDK 6+6+LDK
3LDK 6+4.5+4.5+LDK
2DK 6+6+DK

○
×
×
○
×
○
単身
入居

建設
年度

×
○

1981
1974

所在地

31（3階） 神田町
54（5階） 新高山二丁目
号室

「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。
〒722−0041 尾道市防地町26−24
人権推進課（☎0848−37−2631）

所在地

301（3階） 御調町本

間取り
3DK 6+6+4.5+DK
3DK 6+4.5+3+DK
間取り
2LDK 6+6+LDK

単身
入居
○

8,400

9,700

11,100

12,500

14,300

14,500

1971

9,800

11,400

13,000

14,700

16,800

17,100

1972
1977
2002
2006
1992
2004

10,000
14,400
25,800
21,200
22,600
17,300

11,600
16,600
29,700
24,400
26,100
19,900

13,200
19,000
34,000
27,900
29,900
22,800

14,900
21,500
38,400
31,500
33,700
25,700

17,100
24,500
43,800
36,000
38,500
29,400

17,700
28,300
50,600
41,600
44,400
33,900

（政令月収）
0～104千円
16,500
11,700

収入・家賃
（政令月収）
～114千円
19,100
13,500

裁量階層
（政令月収）
～139千円
21,800
15,400

収入・家賃
建設
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）
158～200千円 ～261千円 ～322千円 ～392千円 ～462千円 ～487千円
2001
37,000
39,000
42,000
44,000
48,000
53,000

※家賃は収入によって異なります。単身入居の「○」は単身の人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。申込資格は「申込のしおり」をご覧ください。
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「海外宝くじ」を買ってはだめ！
≪相談内容≫
外国からエアメールで、自分が賞金の当選確実者に
選ばれたという手紙が来た。自分のために 3 億円の小
切手を用意しているが、返信しなければ受け取れない
と書いてあった。本当なら連絡しようと思うが、信用
していいのだろうか。（60歳代、女性）
≪アドバイス≫
申し込んでもいないものが、当たるわけがありません。
業者が消費者の注文を受けて、代わりに海外宝くじ
を購入し、当選した場合は業者が消費者宛に連絡する
という仕組みになっていますが、海外宝くじの現物は
消費者の手元に送られてこないので、当選したかどう
かを消費者は確認できないし、自分で換金することも
できません。そもそも業者が本当に海外宝くじを購入
しているかどうかも不明ですし、購入していたとして
も、当選した場合に賞金を渡してもらえる保証はあり
ません。ダイレクトメールの誘い文句に惑わされない
で、お金を支払ったり、不用意にクレジットカードの

情報等を連絡したりしないでください。
「誘いにのらな
い！買わない！信用しない！」ことが肝心です。なお、
海外宝くじを国内で購入すること等は刑法に触れる恐
れがあります。
海外宝くじに関する高齢者被害が表面化したときに
は、すでに多額のお金を支払っていることが多く、こ
うした被害を防ぐためには、周囲の人たちが高齢者の
日常生活で変わったことがないか、気を配ることも大
切です。支払ったお金を取り戻すことはとても困難で
す。しかし、これ以上の被害を拡大させないために、
消費生活センター等に連絡して情報を入手することが
大切ですので、相談してください。
■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 ☎0848−37−4848）

尾道地域企業合同説明会～参加事業所募集～

尾道地域での就職を希望する人、求人を予定して
いる事業所の皆さんはぜひご参加ください。
日時 4 月13日（金）13：30～16：00
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 すべての就職希望者（来春大学等新卒予定者・
既卒者・一般求職者［パート含む］）、新卒・中途
求人（パート含む）を予定している事業所
内容 就職希望者と事業所との面談による説明会
就職に関する各種相談コーナー、就活応援セ
ミナーなど（参加無料）
申込方法 求職者は不要。事業所は 3 月16日（金）まで
に申込
※尾道駅から会場まで長江通り経由で臨時バス（通常
運賃要）を運行予定です。詳しくは協議会ホーム
ページをご覧ください。
尾道市ふる里就職促進協議会事務局
（商工課内 ☎0848−25−7182）
http://www.bbbn.jp/~furusato/

就職応援します

2／14・21・28
3／6（火）
12：30〜16：30

◆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）

①2／14・21、3／6（火）
18：00〜19：50
（尾道）
②2／22（水）
17：40〜19：30
（因島）

◆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
因島総合支所しまおこし課（☎0845−26−6212）

月〜金曜日
8：30〜17：15
（祝日を除く）

2／22（水）
10：00〜15：00

◆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）

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（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）

ご存知ですか？労働委員会～雇用のトラブル まず相談～
広島県労働委員会では、公益委員、労働者委員、使用者委員
との三者構成により、公平な立場で労使紛争
（労働組合・労働
者個人と事業主との紛争）の円満な解決をお手伝いします。
広島県労働委員会事務局（☎082−513−5162）

◆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
※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（☎0845−26−6212）
商工課（☎0848−25−7182）
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「庫裏・客殿」修理現場初公開！

浄土寺特別公開（ 文化庁「ふるさと文化財
の森システム推進事業」 ）

浄土寺「平成の大修
理」では、方丈・露滴
庵の修理が終わり、引
き続き「庫裏・客殿」
を修理工事していま
す。下記日程で、素屋
根内の修理現場を特別
に公開、間近で見学す
ることができます。
（参加無料・申込不要）
その他、堂宮大工による実演・大工道具の体験、
特別展示などさまざまな行事を行います。詳しくは、
お問い合わせください。
日時 2 月25日（土）
・26日（日）※当日、駐車場はありません。
10：30〜13：00、13：30〜15：00、15：30〜16：00
文化振興課
（☎0848−25−7367）

第30回尾道新人演奏会

郷土にゆかりの新人演奏家たちによる演奏会です。
日時 2 月25日（土）18：30〜
（18：00開場）
場所 しまなみ交流館
出演 小川直子、新田一枝、徳井梨乃、大林恵美、
濵本香菜子、信清奈津美、鎌倉ちひろ、山口公美
特別ゲスト 松本和将さん
（ピアノ奏者）
入場券 一般 1,000円、高校生以下 500円
（全席自由）
入場券取扱 啓文社福屋ブックセンター、㈱マスハ
ラ楽器、文化振興課ほか
※就学前児童対象の無料託児室あり
［ 2 月21日（火）まで
に要申込］
尾道市文化協会
（文化振興課内 ☎0848−25−7366）

週末のひとときを大画面の映画でお楽しみください

みつぎ映画まつり
上映作品

小川の辺

上 映 日 2 月18日（土）
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（☎0848−25−4073）
御調支所住民課（☎0848−76−2111）
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時 間 9：00〜17：00（入館は16：30まで）
（祝日は開館）
（ 0848-23-2281） 休館日 月曜日
■
「第5回写真のまち尾道四季展」
作品展
◇ 2 月25日（土）〜 3 月11日（日） ※32頁に関連記事あり
観覧料 無料
時 間 9：00〜17：00（入館は16：30まで）
（祝日の場合は翌日）
（ 0848-76-2888） 休館日 月曜日
■常設展Ⅲ
◇ 開催中、3 月31日（土）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
■冬の展示
「日本の美を中心に」
◇開催中、3 月19日（月）まで
観覧料 一般 700円、高校・大学生 400円、小・中学生 200円（市内小・中学生無料）
時 間 10：00〜18：00
（祝日は開館）
（ 0848-20-7831） 休館日 火・水曜日
■尾道大学美術学科第8回卒業制作展 第6回修了制作展
◇開催中、2 月19日（日）まで
■ＨｉＢｉ2012 ◇ 3 月 3 日（土）〜25日（日） 観覧料 無料
時 間 9：00〜17：30（入館は17：00まで）
（祝日の場合は翌日）
（ 0848-20-1218） 休館日 月曜日
■「安達春汀 刻字展」
◇開催中、4 月 8 日（日）まで
観覧料 一般700円、
中学・高校生500円、
小学生以下無料
時 間 9：00〜17：00（入館は16：30まで）
（ 0845-27-0800） 休館日 無休
■2011年度 冬季企画展
「龍と宝船」
◇開催中、3 月11日（日）まで
観覧料 大人 1,200円、高校生 700円、中学生以下無料
時 間 10：00〜18：00
（ 0848-20-0400） 休館日 木曜日
■第17回企画展示
『尾道あ・ら・かると〜塩と鉄〜』
◇開催中、4 月18日（水）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。
時 間 10：00〜17：00（入館は16：30まで）
（祝日は開館）
（ 0845-24-3715） 休館日 火曜日
■呉清源先生ゆかりの碁盤展示中
観覧料 大人 300円、
中学生以下無料
時 間 10：00〜18：00（入館は17：30まで）
（祝日の場合は翌日）
（ 0848-37-6555） 休館日 火曜日
■企画展
「尾道セピア色の記憶−絵葉書にみる尾道の歩み」
◇開催中、3 月11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（1月末日現在）
運転の マナーが光る 早めのライト
件数

死者

負傷者

平成24年

54

0

63

昨

43

0

54

年

今月の納税等
納期限＝ 2 ／29（水）
国民健康保険料
介

護

保

険

料

後期高齢者医療保険料

3月の交通事故統計情報
（尾道・因島警察署管内）

県下一斉警戒日

12日（月）

東部ブロック警戒日

23日（金）

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、因島総合支所市民生活課
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）

司法書士による島しょ部一斉法律相談会

日時 2 月25日（土）10：00〜16：00
場所 因島市民会館、瀬戸田公民館、向東公民館
内容 相続・遺言・遺産分割、成年後見、夫婦・親子関係、悪質商法
被害、交通事故、会社・法人の登記、裁判・少額訴訟ほか司法書士
が相談を受けることができる法律問題全般
（※予約優先、無料）
日本司法書士会連合会中国ブロック会（☎082−221−5345）

行政書士無料相談会

日時 2 月26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、外国人の在留資格ほか
広島県行政書士会尾道支部（小川 ☎0848−48−2608）

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
14日（水） 因島総合支所
26日（月） 尾道市役所
27日（火） 瀬戸田支所

※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
1日（木） 因島総合支所
9日（金） 瀬戸田支所
12日（月） 尾道市役所

※行政相談委員が対応

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
13日（火） 向島支所
15日（木） 御調支所
19日（月） 尾道市役所
21日（水） 因島総合支所

弁護士相談（要予約）
法律相談全般
（※受付は 2 月17日から。先着順）
2日（金） 御調支所
5日（月） 尾道市役所（13：00〜15：00）

造船のまち尾道

7日（水） 向島支所
16日（金） 尾道市役所（13：00〜15：00）

尾道に住み始めてあっという間に５年が過

申問

ぎてしまいました。
これからも尾道で絵を描いていきたいです。

秘書広報課広報広聴係
（☎0848−25−7395）

尾道大学美術学科
日本画コース４年
渡部万里子

表紙は、尾道大学生がデザインしています。
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