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救急車は、事故や病気などで緊急に病院などへ搬
送する必要のある場合に利用するものです。
最近、軽い症状でも救急車を利用する人が増えて
います。これは、事故による大ケガの人や、心筋梗
塞などで緊急に病院などへ搬送
する必要がある人への救急車の
到着を遅らせることになります。
市民の皆さんのご協力をお願
いします。

救急資機材の展示・体験
日時 9 月 9 日（金）9：30～12：00
場所 ミハラスーパーパルディ因島店（因島中庄町）
消防局警防課（10848－55－9122）
因島消防署（10845－22－0119）

啓発活動
日時 9 月10日（土）9：30～11：30
場所 しまなみ交流館前広場
消防局警防課（10848－55－9122）
尾道西消防署（10848－22－0119）

救急車を呼ぶ前に！

高規格救急自動車展示

救急車の適正利用について

9月9日～15日は救急医療週間です
9月9日は救急の日9月9日は救急の日9月9日は救急の日9月9日は救急の日9月9日は救急の日9月9日は救急の日9月9日は救急の日9月9日は救急の日9月9日は救急の日9月9日は救急の日9月9日は救急の日9月9日は救急の日9月9日は救急の日9月9日は救急の日9月9日は救急の日9月9日は救急の日9月9日は救急の日9月9日は救急の日9月9日は救急の日9月9日は救急の日9月9日は救急の日9月9日は救急の日9月9日は救急の日9月9日は救急の日9月9日は救急の日9月9日は救急の日

歯周疾患検診
今年度40歳・50歳・60歳・70歳の人を対象に、 9月
と10月の 2カ月に限り市内の病院・歯科医院等で無料
で歯周疾患検診を行います。
歯を失う原因のほとんどが、歯周病とむし歯です。

歯周病は、あまり痛みを感じないまま進行し、気づい
た時には歯がポロリ…ということになりかねません。
これからの人生を楽しく、健やかに過ごすために、定
期的な検診と正しい生活習慣で「お口の健康」に取り
組みましょう。
この機会にぜひ、検診を受けてみませんか。
実施期間 9 月 1 日（木）～10月31日（月）
対　　象 尾道市に住民票がある人で対象年齢に該当

する人（平成24年 3 月31日時点での年齢）

検診内容 口腔内（歯・歯肉）の検診、検診結果の説明、
歯科保健指導

料　　金 無料（ただし治療代は自己負担）
※受診は 1回限りです。

申込方法 受診希望医院に必ず予約してください。
持 参 物 歯っぴー検診（歯周疾患検診）受診券（はがき）と

本人確認ができるもの（保険証・運転免許証など）
※対象者には歯周疾患検診受診券（はがき）を 8月中旬
頃郵送します。
実施場所 尾道市が委託している尾道市内の病院・歯

科医院等（診察時間・結果等は受診医療機
関でお尋ねください。）

健康推進課保健係（10848－24－1960）
年齢 生 年 月 日
40歳 昭和46年 4 月 1 日～昭和47年 3 月31日
50歳 昭和36年 4 月 1 日～昭和37年 3 月31日
60歳 昭和26年 4 月 1 日～昭和27年 3 月31日
70歳 昭和16年 4 月 1 日～昭和17年 3 月31日

町　名 医療機関名 電話番号

山 波 町
石井歯科医院 46－4478
砂田歯科医院 37－8880

尾 崎 本 町 大元歯科医院 37－3332
久保一丁目 黒瀬歯科医院 37－4184
久保二丁目 長岡歯科医院 37－7314
久保三丁目 宮野歯科医院 37－3530
東 久 保 町 吉田歯科医院 37－1892
長江一丁目 三谷歯科医院 37－3370

土堂一丁目
井上歯科医院 22－3588
鍋島歯科医院 22－2878
馬越歯科医院 25－2424

土堂二丁目

おおもとクローバー
歯科クリニック 24－7088

小川歯科診療所 22－5566
進来歯科医院 22－4736

東 御 所 町 森田歯科クリニック 24－0660
西 御 所 町 岩崎歯科医院 22－4431
新浜一丁目 福岡歯科医院 22－2001
新浜二丁目 はしづか歯科医院 24－3355
平原一丁目 JA尾道総合病院 22－8111
古 浜 町 小山歯科医院 22－2981
沖 側 町 岡田歯科医院 23－8188
神 田 町 丸山歯科医院 25－3775
三 軒 家 町 みやもと歯科医院 22－8211

町　名 医療機関名 電話番号
向 島 町 桑原歯科医院 44－2220

御 調 町

公立みつぎ総合病院 76－1111
日野歯科医院 76－0153
村上歯科医院 76－2511
よこた歯科医院 76－3320

因島土生町

因島総合病院 22－2552
因島村上歯科医院 22－8388
岡野歯科クリニック 22－7100
歯科・齋藤クリニック 22－8844
齋藤歯科医院 22－0283
田川歯科医院 22－0968
林歯科医院 22－0106

因島三庄町 宮地歯科医院 22－0336

因島田熊町
岡田歯科医院 22－0877
宗金歯科医院 22－7216

因島中庄町
あおかげ歯科 24－2777
酒井歯科医院 24－3648
ファミリー歯科宮地 24－2555

因島重井町 瀬戸内歯科 25－0663

瀬 戸 田 町
瀬戸田村上歯科医院 27－4195
藤田歯科医院 27－0029
冨士田歯科医院 27－0178

町　名 医療機関名 電話番号
十四日元町 中尾歯科医院 37－2067
天 満 町 苅田歯科医院 22－5650

栗原西二丁目
篠原歯科医院 25－4522
やまもと歯科 21－1015

西 則 末 町 河上歯科医院 22－2882
門 田 町 三藤歯科医院 23－5533

栗 原 町
オカノ歯科医院 24－0240
カメイ歯科 25－2557
田中第二歯科 24－2888

美ノ郷町三成
さいだ歯科医院 48－0014
古川歯科医院 48－2666

新高山二丁目 ほていや歯科 56－0821
新高山三丁目 尾道市立市民病院 47－1155
浦 崎 町 檀上歯科医院 73－3025

高 須 町

板阪歯科医院 55－0007
勝島歯科医院 46－3610
そえだ歯科医院 46－5044
第二小川歯科医院 46－4568
はしもと歯科 47－0848

向 東 町
中司歯科医院 44－7078
宗永歯科医院 44－6470

向 島 町
柏原ファミリー歯科 45－4618
カツシマ歯科 44－2666
くろせ歯科クリニック 20－6480

市外局番
尾道・向島・御調（0848）、因島・瀬戸田（0845）

受診券が届いたので検診に行くと、小
さな虫歯や歯周炎が見つかってびっく
り。自覚症状がなくても定期的に検診
を受けることが大切だと感じました。

（昨年受診した人の声）
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リレー・フォー・ライフ・ジャパン in 尾道
リレーフォーライフは、がんと闘う人たちの勇気
を称えて、24時間歩き続けるリレーウォークです。
がんで亡くなった人を偲ぶ夜間のルミナリエのほか、
音楽ステージや踊り、講演会、パフォーマンスなど
楽しいチャリティイベントが一杯です。患者、家族、
医師、友人、市民が手を携えて創り上げる、リレー
フォーライフへの参加をお待ちしています。
■プレイベント・チャリティーコンサート
日時 9 月17日（土）19：00～20：30
場所 しまなみ交流館 1階市民ギャラリー
内容 アルデンタ（フォーク）、池永憲彦（カズ）（歌）、沖増菜

摘（バイオリン）、チャック・Check・Blues（歌・司会）
がん患者へのメッセージを記したルミナリエを装飾

■リレー・フォー・ライフ・ジャパン in 尾道各種イベント
日時 9 月18日（日）13：00～19日（祝）13：00（雨天決行）
場所 びんご運動公園球技場
※シャトルバス有（尾道駅～新尾道駅～会場）
内容 ●24時間リレーウォーク　●献血

●マンモグラフィ（要申込）
●イベント：ベッチャー太鼓、ええじゃん踊り、
オカリナ・津軽三味線・バイオリン・篠笛の

演奏、歌（東南西北の久保田さん、砂川恵
理歌さん、光と風Hi-Fuさん）、バトンほか
●ブース：アロママッサージ、ハンドマッサー
ジコーナー、がんの相談コーナー、がん関連
コーナー（検診受診勧奨、資料提供）、絵手
紙、絵本の読み聞かせコーナー
●その他：スポーツ選手（カープ、サンフレッ
チェ、谷原プロゴルファー）出品のオークショ
ン、屋台（尾道ラーメン、クッキー、おにぎ
りなど）

講演 ●がんの治療について（18日午後）
（遠藤久之さん／福山市民病院）
●緩和ケア・在宅緩和ケアについて（18日午後）
（丸山典良さん／丸山ホームクリニック）
●子宮頸がん及びワクチンについて（19日午前）
（佐々木克さん／ＪＡ尾道総合病院）
●放射線とがん（19日午前）
（三原圭一郎さん／広島大学原爆放射線医科学研究所）
●その他がん関連講演も予定

リレーフォーライフ尾道実行委員会（10848－24－2413）
http://rfl-hiroshima.jp/

国保の特定健康診査
市内の実施医療機関が増えました

○百島診療所（百島町972 10848－73－5399）
○今倉医院（瀬戸田町中野414－1 10845－26－4300）
特定健康診査は「生活習慣病」を早期発見・予防するた

めの検査です。
尾道市国保の40歳以上の人は、8,000円相当の検査が

無料になります。（年度に 1回限り、受診券必要）健康
維持のために年1回は受診しましょう。
健康推進課（10848－24－1962）

赤ちゃん訪問
～看護師・助産師・保健師が伺います～
尾道市では、生後 4カ月までの赤ちゃんのいる市内す
べてのご家庭へ、乳児用体重計を持って、看護師・助産
師・保健師が赤ちゃん訪問をしています。
赤ちゃんが生まれたら、母子健康手帳別冊にある「新
生児出生連絡・低体重児出生届はがき」をできるだけ早
く出してください。
電話での申込も受け付けています。気軽にお問い合わ
せください。
健康推進課（10848－24－1960）
因島保健センター（10845－22－0123）
御調保健福祉センター（10848－76－2235）

尾道・生と死を考える会講演会
日時 9 月 3 日（土）14：00～16：30
場所 総合福祉センター　　会費 500円
演題 三度のがんで幸せな生き方に
講師 前川　育さん（周南いのちの会代表）
尾道・生と死を考える会事務局（大谷 10848－22－9872）

今治タオル体操コンテスト出場者募集
タオル 1本あれば子どもから高齢者まで気軽に取り組
める今治タオル体操。しまなみ海道を渡って、ぜひコン
テストにご参加ください。
日　　時 10月 2 日（日）14：00～16：00
場　　所 テクスポート今治大ホール（今治市）
申込方法 9 月19日（祝）までに 1チーム 2人以上で申込

今治タオル体操愛好会（渡辺 1090－7574－8671）

元気はつらつ!!健康づくりセミナー
血糖がちょっと気になるあなたのための講座

日　時 9 月16日（金）10：00～13：00
場　所 御調保健福祉センター
内　容 糖質異常に関する講義、調理実習
講　師 医師、管理栄養士ほか
対　象 生活習慣病（糖質異常）に関心のある人で概ね70

歳までの市民
持参物 エプロン、三角巾、材料費250円程度
申込期限 9 月 9 日（金） ※先着15人
御調保健福祉センター（10848－76－2235）

尾道市難聴者・中途失聴者協会
耳の聞こえに困っている人、悩んでいる人はいませんか？
難聴者・中途失聴者同士が集まって会合を行っていま
す。耳のことで悩んでいる皆さん、私たちと一緒に仲間
作りをしませんか。
話し合いでは、要約筆記者（難聴者・中途失聴者の耳

がわりとなって話の内容を書いて伝える人）がいますの
で、安心して文字を読み取っていけます。
主な活動 耳マーク普及、難聴者向けの手話学習会、要約
筆記定例会への参加、字幕映画を見る会、絵手紙教室など
尾道市難聴者・中途失聴者協会事務局（50848－44－6792）
要約筆記サークル「さくら」代表（10848－23－5798）

ご協力・ご参加を！
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対象 尾道市に住民票がある人で各項目の対象年齢に該当し、職場で受診する機会のない人
受診結果を、尾道市や加入している医療保険者が保有することに同意する人

※受診は、集団健診・医療機関健診とあわせて 1 項目につき 1 年に 1 回です。
※尾道市国保人間ドック等で同様の検査を受けた人は、受診できません。

検診項目
集団健診の自己負担金（円）

（ ）内の金額は医療機関健診の自己負担金（円）
対象年齢

（がん・肝炎は平成24年3月31日時点の年齢が基準）
69歳まで 70～74歳 75歳以上

特定
健診

受診券に記載された金額
（尾道市国保は無料） 40～74歳

後期高齢者健診 無料（無料） 満75歳から
肝炎ウイルス検診（Ｂ・Ｃ型） 700（1,100） 無料（無料） 無料（無料） 40歳以上で今まで肝炎ウイルス検診を受けていない人
胃がん検診（Ｘ線） 1,100（3,400） 300（1,100） ―（ 300）

40歳以上
胃がん検診（内視鏡健診） ―（4,500） ―（1,500） ―（1,500）
肺がん（胸部Ｘ線）検診 200（1,100） 100（ 400） 100（ 100）
大腸がん検診（検便） 600（1,300） 200（ 400） 200（ 200）
腹部エコー ―（1,500） ―（ 500） ―（ 500）
前立腺がん検診（血液検査） 600（1,000） 200（ 300） 200（ 200） 50歳以上の男性
乳がん検診（視触診＋乳房Ｘ線） 700（ 700） 300（ 700） ―（ 300） 40歳以上で偶数年齢の女性
子宮頸部がん検診 500（ 500） 200（ 600） 200（ 200） 20歳以上で偶数年齢の女性
◎生活保護世帯の人はすべての健診、市民税非課税世帯の人は肝炎ウイルス検診のみが無料になります。
事前に申請してください。
◎無料クーポン券対象者は無料で受診できます。
（平成23年 4 月 1 日時点で子宮がん検診20・25・30・35・40歳、乳・大腸がん・肝炎検診40・45・50・55・60歳）
◎委託外の検査をした場合は料金が加算されます。

健診日 場　　所 申込期限
9 月29日（木）
30日（金） サンボル尾道（向東町） 8月23日（火）

10月 5日（水）
6日（木） 総合福祉センター

9月 1日（木）
10月 7日（金） 吉和公民館（子宮・乳がん検診なし）
10月26日（水） 農村環境改善センター

9月21日（水）10月27日（木） 東部公民館
10月28日（金） 瀬戸田福祉保健センター
11月 6日（日）
～ 9日（水） 総合福祉センター 9月30日（金）

11月16日（水）
17日（木）

芸予文化情報センター
（因島図書館） 10月13日（木）

12月 1日（木） 公会堂
10月28日（金）

12月 2日（金） 浦崎公民館
12月13日（火）
～15日（木） 市民センターむかいしま 11月 7日（月）

1月18日（水） 芸予文化情報センター 12月 8日（木）

集団健診申込方法（いずれかの方法で申込）
●直接窓口へ来所［健康推進課、保険年金課、向島・
向東・浦崎支所、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］
●郵送（〒722－0017  尾道市門田町22－5  健康推進課）
●メールで申込［kenko@city.onomichi.hiroshima.jp］
件名に「集団健診の申込」、本文に「①受診希望日
（第1・第 2希望まで）②名前（ふりがな）③性別④生
年月日⑤年齢（平成24年 3 月31日時点）⑥住所⑦電
話番号⑧保険の種別［市国保・社保（名称と本人か
被扶養者か）・後期高齢者保険等］⑨希望の検診項
目」を記入
※電話での申込は原則受け付けていません。
問い合わせ先
健康推進課予防係（総合福祉センター内 10848－24－1962）
御調保健福祉センター［御調地区］（10848－76－2235）

※定員になり次第締切。早めに申し込みをしてください。
（ 9 ／28、10／ 4 は受付終了）

日程【受付時間／ 8：30～10：00】※先着順

がん検診は、受診券は不要です。特定健診は、各医療保険者（尾道市国保・健康保険組合・協会健保・共済組合等）が発行
する特定健診受診券が必要です。受診するまでにお手元にない人は、早めに各医療保険者にお問い合わせください。

尾道市内の委託医療機関で年間を通じて受診できます。
「尾道市の健診」と言って予約してください。

希望する検診を選べます（集団健診・医療機関健診）
年に一度のがん検診・特定健診年に一度のがん検診・特定健診
忘れない忘れない
年に一度のがん検診・特定健診年に一度のがん検診・特定健診
忘れない忘れない
年に一度のがん検診・特定健診
忘れない

医療保険者が発行
する受診券が必要（ ）

医療機関健診［医療機関に直接申込］

集団健診日程 （要申込）［健診日のお知らせは10日前に郵送します］
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長者原スポーツセンター行事案内
（10848－48－5677）

8 月20日（土） ふれあい親子教室（ママ保育園）

21日（日） 尾道市スポーツフェスティバル第31回市民男子バレーボール大会

27日（土） 2011尾道ジュニアバレーボール練習試合、9月10日

28日（日） 第38回全国選抜広島県予選尾三地区卓球予選

9月4日（日） ミズノ杯広島県実業団バドミントン選手権

11日（日） 県民大会尾道市予選会第3回尾道女子9人制バレーボール大会

県立びんご運動公園行事案内
（10848－48－5446） http://www.bingo-undoukouen.jp/
8 月17日（水） 尾三地区高体連バスケットボール技術講習会

20日（土）
尾道瑠璃ライオンズクラブ杯中学生卓球大会／プログレスリーグ
第17回中国四国中学校選抜ソフトテニス大会予選会団体
高円宮杯第23回全日本ユース選手権U－15尾三地区リーグ～21日、9月3日

21日（日）
尾道市スポーツフェスティバル総合開会式及び第39回市民女子バレーボール大会
ジュニア陸上教室／2011びんごオフ（夏）
第2回栗原カップ争奪少年野球大会／第14回びんご社会人リーグ、28日、9月4日

23日（火） 第60回全国ガス野球大会～25日／広島ガス野球大会～25日

27日（土）
プログレスリーグU－15 2011
第2回びんご中学生ソフトテニス交歓大会団体
第44回中国五県一部・二部軟式野球大会広島県大会～28日

28日（日）
第45回全西日本競技ダンス尾道大会
ジュニア陸上教室／ＪリーグU－14・U－13
サザンクロス／第28回広島医療メイト杯

9 月 3日（土）
第28回中国地区小学生バドミントン選手権大会広島県予選会
尾三地区高校新人陸上競技大会～4日／2011年尾道シニア卒団式
尾三地区高等学校ソフトテニス秋季選手権大会～4日

4 日（日）

全日本社会人県予選・全日本選手権マスターズの部県予選卓球の部
広島県民バスケットボール大会尾三地区予選会
びんご地区シニアリーグ／広島県社会人サッカーリーグ1部
第11回西藤少年野球クラブ親善招待野球大会

5 日（月） 秋季県大会抽選会

10日（土）
尾三地区一年生大会準決勝サッカー
第17回中国四国中学校選抜ソフトテニス大会団体～11日
秋季広島県高等学校野球大会～11日

11日（日）
第17回尾道ライフソフトバレーボール大会
スポーツダンス交流会／全国高校選手権1次トーナメント決定戦

※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 10月 2 日（日）開始式 9：30～
（受付 9：00～ 9：20）

場　　所 びんご運動公園健康スポーツセンター
競技部門 女子の部、男子の部、男女混合の部
申込方法 9 月10日（土）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
※締切日以降の申込は受け付けません。
参 加 料 1 チーム2,000円（代表者会議にて徴収）
尾道市体育協会事務局（長者原スポーツセンタ
ー 2階　スポーツ振興課内　10848－40－0310）

平成23年度尾道市スポーツフェスティバル

第7回市民ビーチボールバレー大会
出場者募集

①ジュニア（小学1年～中学3年）の部
日　時 9 月 6 日からの火曜　17：50～19：00
②一般の部
日　時 9 月 5 日からの月曜　10：00～12：00
場　所　びんご運動公園メインアリーナ
受講料 1 カ月2,500円
■初心者バドミントン教室受講生募集
日　時 9 月 3 日からの土曜　19：00～21：00
場　所 長者原スポーツセンター
対　象 一般　　受講料 1 カ月2,500円
尾道市バドミントン協会事務局
（中村　1090－7975－6093）

尾道市バドミントン協会秋季受講生募集

日　　時 8 月25日（木）～ 9月22日（木）の月・木曜
19：00～（計 8回、雨天順延）

場　　所 長者原テニスコート
対　　象 初心者・初級者（50人）
受 講 料 5,000円（ 8 回分）
申込方法 長者原スポーツセンターにある申込用紙

を提出
尾道市テニス協会事務局（1080－3894－4408）

尾道市テニス教室秋季受講生募集

期　間 8 月27日（土）～10月30日（日）の土・日・祝日
（荒天中止）

時　間 10：00～15：00の潮止まりの約 1時間
場　所 瀬戸田サンセットビーチ～ひょうたん島
内　容 4 ㎞のカヌーツーリング
対　象 小学 4年生以上
定　員 各回10人（要申込）
参加費 学生500円、大人1,000円
瀬戸田支所しまおこし課（10845－27－2210）

ひょうたん島カヌーツーリング
日時 9 月18日（日）9：00～13：00
場所 びんご運動公園多目的広場
対象 小学生の部・大人の部
参加費 一人300円

（びんごFUNクラブ会員一人200円）
※当日は松岡澄弘プロによるスナッグゴルフ講習会
や、参加者全員を対象にしたニアピンコンテスト
などのイベントも開催します。
びんご運動公園（10848－48－5446）

スナッグゴルフミニカップ
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【旧尾道・御調・向島地区】清掃事務所

【因島地区（原・洲江含む）】南部清掃事務所

【瀬戸田地区】　　　　　南部清掃事務所瀬戸田分所

問い合わせ先

（　0845-27-0454）
（　0845-24-0432）
（　0848-48-2900）

～毎月1日は「門前清掃の日」です～

6 月27日、燃やせないごみ収集
中の収集車（パッカー車）から火災
が発生しました。原因は、穴の開
いていないスプレー缶からの発火
でした。スプレー缶は、中身を使
い切って穴を開け、地域で定めら
れた収集日に出してください。

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。

※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 8／28（日）8：30～12：00 資源物・粗大ごみを含む 清掃事務所　（10848－48－2900）

南 部 清 掃 事 務 所 8／28（日）8：30～12：00 粗大・もやせないごみ（不燃）を含む 南部清掃事務所（10845－24－0432）

瀬戸田名荷埋立処分地
9／ 4（日）9：00～12：00

13：00～16：00
生ごみを除く

【9／2まで】南部清掃事務所瀬戸田分所
（10845－27－0454）

【当 日】瀬戸田名荷埋立処分地
（10845－27－4810）

スプレー缶を出す場合は、中身を使い切って、穴を開けてください

ごみ分別の出張説明に伺います

旧 尾 道 地 区
（下記を除く地域）

燃やせるごみの収集が月・木曜日の週 2回の地域
（※燃やせるごみの収集が月・水・金曜日の週 3回の地域は収集しません。）

因 島 地 区 ごみ収集カレンダーどおり収集（燃やせるごみが月・木曜日の地域）
瀬 戸 田 地 区 中野、鹿田原、沢、瀬戸田、港、福田、高根（燃やせるごみが月・木曜日の地域）
御 調 地 区 市・上川辺

向 島 地 区
Ａ地区：兼吉・小歌島・東富・中富・西富・土井・宇立・川尻・宇山
（燃やせるごみが月・木曜日の地域）

旧尾道地区 資源回収の日（緑色の網袋）
御 調 地 区 資源ごみの日
向 島 地 区 かん類の日
因 島 地 区 資源ごみの日
瀬戸田地区 資源物（カン類）の日

「ごみの分別について知りたい」「ごみの分別がよく分からない」など、地区・グループ単位で希望がありま
したらお問い合わせください。ごみ分別の出張説明に伺います。
【因島・瀬戸田地区】南部清掃事務所（10845－24－0432）【その他の地区】清掃事務所（10848－48－2900）

※ 9月19日のごみ持込受付はありません

9月19日（敬老の日）は次の地域で「燃やせるごみ（可燃）」を収集します（※燃やせるごみ以外の収集は休みです。）

旧 尾 道 地 区
（下記を除く地域）

燃やせるごみの収集が火・金曜日の週 2回の地域
（※燃やせるごみの収集が月・水・金曜日の週 3回の地域は収集しません。）

因 島 地 区 ごみ収集カレンダーどおり収集（燃やせるごみが火・金曜日の地域）
瀬 戸 田 地 区 名荷・田高根・林・荻・宮原・垂水・御寺（燃やせるごみが火・金曜日の地域）
御 調 地 区 河内・綾目

向 島 地 区
Ｂ地区：田尻・江郷・江奥・干汐・津部田・有井・道越・岩子島・立花
（燃やせるごみが火・金曜日の地域）

※ 9月23日のごみ持込受付はありません

9月23日（秋分の日）は次の地域で「燃やせるごみ（可燃）」を収集します（※燃やせるごみ以外の収集は休みです。）

スプレー缶を出す日

火災の原因となったスプレー缶
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住民異動・戸籍に関する届出は
お忘れなく！

■住民異動届について
住民基本台帳制度により、尾道市
では、住民に関する正確な記録が行
われるよう日々努めています。住所
の変更等は、原則として住民の皆さ
んからの届出により把握する必要が
あります。そのため法律により転
入・転居・転出等の住所異動の届出
が義務付けられています。届出をさ
れないと選挙のお知らせや健康保
険・各種福祉関係の行政サービスな
どに影響を及ぼすことがありますの
で、必ず届出をお願いします。
住所が変わる人は、住民異動（転

入・転居・転出）の届出が必要です。
異動後は、14日以内に手続きをす
るようお願いします。
■戸籍届について
戸籍は、身分上の重要な事項を記
録しています。出生・死亡のように
身分関係に関する事実が発生した場
合は、市町村に届け出ることが法律
で義務付けられており、その届出に
よって戸籍に記録されます。
【出生届】14日以内【死亡届】7 日以内
※届出方法については、事前にご確
認ください。詳しくは、お問い合
わせください。
市民課（10848－25－7102）
因島総合支所市民生活課（10845－26－6208）
御調支所住民課（10848－76－2111）
向島支所住民福祉課（10848－44－0110）
瀬戸田支所住民福祉課（10845－27－2211）

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。
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 9 月12日（月）～16日（金）
受付時間 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、 9月26日（月）必着）
契約管財課契約係
（10848－25－7282）

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。
対象 入札参加資格を有していない人
受付期間 9 月12日（月）～16日（金）
受付時間 8：30～12：00、13：00～17：00
※郵送の場合は 9月16日（金）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）
財務課用度係（10848－25－7324）

戦没者等の遺族に対する特別
弔慰金の請求はお済みですか

戦没者等の遺族に対する特別弔慰
金（第 9回特別弔慰金）の請求は、平
成24年 4 月 2 日までです。期限を過
ぎると、受給できなくなります。ま
だ請求していない人は、社会福祉課
へ請求してください。
対象 戦没者等の死亡当時の遺族で
平成17年 4 月 1 日～平成21年 3
月31日までの間に遺族年金等を受
けていた人が亡くなるなどしたため
に、平成21年 4 月 1 日において遺
族年金等を受ける人がいない場合
給付内容 額面24万円、 6 年償還
の記名国債
社会福祉課（10848－25－7122）

旧軍人・軍属、遺族等相談会

旧軍人等恩給受給資格の有無、疾病
恩給手続き、戦没者の遺族への援護措
置などに関する相談会を開催します。
日時 9 月 9 日（金）10：00～15：00
場所 広島県尾道庁舎2階第2会議室

（古浜町26－12）
日時 9 月16日（金）10：00～15：00
場所 広島県福山庁舎第3庁舎8階

381・382会議室
（福山市三吉町一丁目 1－1 ）

※県庁社会援護課の援護・恩給相談
コーナーでは、随時相談を受け付
けています。（土・日・祝日を除く）
広島県社会援護課（1082－513－3036）

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）

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

平成23年 7 月14日付けで送付
しました「後期高齢者医療保険
料決定通知書」の裏面の記載に
誤りがありました。お詫びして
訂正します。
■ 2頁「後期高齢者医療保険料
についてのお知らせ」の 2行目
【誤】○平成22年度の後期高齢
者医療保険料額の決定又は変
更理由について

【正】○平成23年度の後期高齢
者医療保険料額の決定又は変
更理由について
市民税課保険料係
（10848－25－7145）

お詫びと訂正
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因島都市計画道路の変更説明会

都市計画道路「黒崎新開崎安郷線」
の変更（一部区間の廃止）について、
都市計画の変更（案）を説明します。
日時 8 月23日（火）19：00～
場所 因島市民会館 2階

第二・第三会議室
まちづくり推進課（10848－25－7222）

通貨・証券を返還します

税関では、終戦後海外から引き揚
げてこられた皆さんからお預かりし
ている通貨・証券などを返還してい
ます。心当たりのある人は、お問い
合わせください。（家族でも可）
福山税関支署尾道糸崎出張所
（10848－23－2792）

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 次のいずれかに該当する人
（1）児童の育成指導について熱意の
ある人で、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）社会教育団体において指導者と
して経験を有するなど児童の指導
についての知識と経験を有する人

受付期限 8 月19日（金）
勤務場所 旧尾道市・御調・向島・
瀬戸田地域の各放課後児童クラブ
勤務内容 次の勤務日のうち、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
務です。
○月～金曜日（学校開校日）
14：00～18：00（ただし、授業が早
く終了する時など当該時間を超えて
勤務していただくことがあります。）
○長期休校日（夏・春・学年末始休校日）
8：30～18：00のうち、8：30～

13：00か13：30～18：00の 4 . 5 時間
の 2 交代勤務（ただし、指導員の登
録状況によりやむを得ず勤務時間の
延長させていただく場合があります。）
○土曜日
8：30～18：00のうち、交代勤務

（詳細後日相談）で勤務していただ
くことがあります。
報酬 時給1,000円
※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。
申込方法 8：30～17：15に、子育て
支援課（旧尾道市・御調・向島地
域勤務希望者）・因島福祉課（瀬
戸田地域勤務希望者）へお問い合
わせください。
子育て支援課（10848－25－7215）
因島福祉課 （10845－26－6210）

尾道市因島地区修学資金貸付募集
（9月募集）

市では、経済的な理由で、高校・
大学等に在学することが困難な人へ
の修学資金の貸し付けについて、次
のとおり募集を行います。
貸付額

交付方法 奨学金は 3カ月分をまと
めて年 4回交付
貸付利息 無利息
貸付期間 在学する学校の正規の修
学年限（本年10月から）
資格 ①学校教育法に規定する高等
学校・高等専門学校・大学・修学
年限 2年以上の専修学校に在学し
ている人。ただし、通信制・夜間
部（定時制）は除く②親か扶養義務
者が本市住民で、平成18年 1 月 9
日（尾道市編入前日）に旧因島市に
1年以上居住していた人③学業成
績が良好な人④経済的な理由で進
学・在学が困難な人⑤他の奨学金
などを受けていない人
償還 貸付終了後 6 カ月間据え置
き、年 2回償還
償還年数 高校・高等専門学校 5年

大学・専修学校10年
申込期間 9 月 1 日（木）～30日（金）に、
因島瀬戸田地域教育課（因島総合
支所 3階）にある申請書類を提出
（土・日・祝日を除く）
因島瀬戸田地域教育課教育総務係
（10845－26－6204）

高齢者向け優良賃貸住宅
「きらら因島」入居者募集中

この住宅は、広島県知事から認定
を受けた事業者が、国・県・市から
の公的補助を受けて平成18年に建設
しました。
高齢者が安心して快適な生活を送
れるようにオール電化で全館バリア
フリーとなっており、風呂などに緊
急通報装置を設置して24時間緊急時
対応サービスを備えた住宅です。
ぜひ、ご覧ください。
場所 尾道市因島田熊町15－31
構造 鉄筋コンクリート 6階建

（全20戸）
間取り 1 ＤＫ（40㎡）
募集戸数 6 戸（定員になり次第締切）
サービス 緊急時対応、健康相談、
フロント、食事サービス（予定）
家賃 65,000円（所得に応じて家賃
の助成があります。）
※管理費、共益費、駐車料など別途
必要
主な入居条件 満60歳以上で自立生
活のできる人（単身でも夫婦でも
入居可）保証人と身元引受人を要
します。
認定事業者 岡野商事合名会社
㈱誠和（10848－23－7134）
建築課住宅係（10848－25－7247）

第6回手づくり「尾道門前市」
出店者募集

日時 10月30日（日）10：00～16：00
場所 妙宣寺（雨天の場合は大広間）
内容 ハンドメイドの小物（手芸・
雑貨・陶芸・菓子など）の展示・
販売市
出店料 1 ブース（約 1 ｍ× 2 ｍ）
1,000円（限定80ブース）
※当日は義援金箱の設置や被災地向け
の支援物資（学用品）も受付します。
尾道観光協会（10848－37－9736）

看護職員復職支援研修受講生
募集と無料相談

■看護職員復職支援研修
看護師の再就業への不安を軽減す
るために、病院での実践研修を行っ
ています。

区　　分 奨学金（月額）

高校・高等専門学校 10,000円以内
大 学・専 修 学 校 30,000円以内
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対象 再就業を希望する看護職有資
格者
研修場所 県内の研修協力病院
研修コース 看護コース： 5日間コ
ース、10日間コース、15日間コー
ス、助産コース：20～30日間コース
研修内容 看護記録、医療安全、医
療機器の取扱い、看護技術等
（※助産コースは助産技術を含む）
申込期限 平成24年 1 月中旬（随時）
■看護職の求職・求人無料相談
キャリアのある看護職が、無料で
就業に関する相談に応じます。
日時 9 月27日（火）、11月29日（火）、
平成24年 2 月 7日（火）13：30～15：30
場所 ハローワーク尾道
広島県ナースセンター
（1082－293－9786）

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。
（11月に御調・因島地域を予定）
日時 9 月 4 日（日）9：30～13：30
場所 総合福祉センター調理実習室ほか
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ます。
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）
対象 5・6 歳児（就学前）とその保
護者
定員 先着親子12組
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 8 月26日（金）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（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）

第15回瀬戸内エコツアー

瀬戸内海国立公園でのクルージン
グ体験とアマモ場でのすき網体験を
行います。
日時 8 月28日（日）10：00～18：30
※荒天の場合 8：00中止決定、雨天
の場合内容一部変更
場所 忠海港第一駐車場空き地内
（竹原市）9：30集合
対象 小学生以上

（小学生は保護者同伴）
定員 先着40人
参加費 大人1,000円

小・中学生500円（保険料等）
持参物 昼食、水筒、ぬれてもよい
服装と着替え、タオル、水中でも
動ける運動靴（サンダル不可）、帽
子、雨具、敷物、筆記用具など
申込方法 「住所、名前、年齢、性別、
電話番号」を電話かＦＡＸで申込
大久野島ビジターセンター

（1・50846－26－0100／9：00～16：00／
水曜休館）

第9回「地域（尾道）活性化企画」
発表会

【発表会】
日時 9 月 5 日（月）13：00～

（受付12：30～）
場所 しまなみ交流館ホール
【展示企画】
日時 9月1日（木）～5日（月）・7日（水）
場所 しまなみ交流館市民ギャラリー
発表者 尾道大学美術学科デザイン
コース 3年生
尾道大学美術学科
（稲田　10848－22－8311）
広島県中小企業家同友会福山事務局
（1084－923－0286）

第6回尾道文学談話会

「宮沢賢治の文学―『どんぐりと
山猫』―」と題し、 2回にわけてお
話しします。その 1回目です。「ど
んぐりと山猫」は、イーハトヴ童話
「注文の多い料理店」（大正13年）の巻
頭に収録されている、謎の多い作品
です。賢治はいったい何を伝えよう
としたのでしょう。皆さんと一緒に
読み解いていきたいと思います。
日時 9 月 1 日（木）18：30～20：00
場所 尾道白樺美術館［尾道大学］
講師 寺杣雅人（尾道大学芸術文化
学部教授）
定員 15人
申込期限 8 月29日（月）
尾道白樺美術館［尾道大学］

（10848－20－7831／火・水曜休館）

平成24年 4 月採用予定の市職員採用候補者試験（市医療技術・看護
職員は別途実施）について、第一次試験の実施日を10月16日（日）とし、 9
月 7日（水）～21日（水）を募集期間とすることが決まりました。
募集職種、採用予定人員、受験資格（年齢等）、試験日程、応募方法

等、詳しくは、 9月 1日（木）に「試験案内の配布、市ホームページへの
掲載等」により発表する予定です。
広報おのみち 9月号（ 9 月12日発行）に、募集職種と採用予定人員等

の詳細な情報を掲載する予定ですので、ご確認ください。
また、この試験に併せて、来春、公立大学法人化する尾道大学の事

務職員採用候補者試験を実施します。（同試験による採用者は地方公務
員ではありません。）詳しくは、 9月 1日（木）に発表する予定ですので、
市ホームページ等でご確認ください。
職員課（10848－25－7342）

尾道市職員採用候補者試験
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文化財講座Ⅱ

日時 8 月18日（木）18：30～20：00
場所 しまなみ交流館大会議室
演題 職人が語る―文化財保存修理
現場から
講師 佐藤保治さん（浄土寺修理現場大工）
文化振興課（10848－25－7367）

「Bisanじゃけん」15号発刊記念
異文化交流会

ＡＦＳ日本協会尾三支部広報誌
「Bisanじゃけん」15号目の発刊を記
念して、地元尾道の高校に通学する
4 人の留学生と地域の皆さんとの交
流会と、記念講演を行います。
日時 8 月28日（日）13：00～（12：30開場）
場所 総合福祉センター 2階第 1会議室
演題 いま10代留学！～どんな10代
をすごしたら、なりたい大人にな
れますか～
講師 馬越恵美子さん（桜美林大学教授）
ＡＦＳ日本協会尾三支部
（光永　1090－4894－5250）
info-bisan@afs.or.jp

おのみち文学の館「文学記念室」
山下陸奥特別展示

期間 8 月19日（金）～ 9月26日（月）
時間 9：00～18：00（入館は17：30まで）
内容 歌人・山下陸奥の書籍や遺品
等ゆかりの品を展示
入館料 一般300円、中学生以下無料
文化振興課（10848－25－7366）
文学記念室（10848－22－4102）

しまなみ海道写真展
宮本常一があるいた
瀬戸内の島と街

■おのみち街かど文化館
【民俗学者宮本常一、尾道をゆく】
期間 8 月13日（土）～ 9月 4日（日）
時間 10：00～18：00（木曜休館）
■尾道市民センターむかいしま
【向島塩浜風土記～写真家・土本寿
美が記録した向島の塩田風景】
期間 8 月13日（土）～27日（土）
時間 9：00～17：00
■芸予文化情報センター
【宮本常一がみた芸予の海とその暮らし】

期間 開催中、 9月 4日（日）まで
時間 10：00～18：00（月曜休館）
■瀬戸田市民会館、瀬戸田図書館
【宮本常一がみた生口島の風景】
期間 開催中、 9月 3日（土）まで
時間 10：00～18：00（市民会館：月
曜休館、図書館：月・火曜休館）
●関連イベントとして、 9月 3日（土）
にスライドショーの夜「宮本常
一、尾道をゆく」、 9月 4日（日）に
フィールドワーク「宮本常一の歩
いた尾道をゆく」があります。詳
しくはお問い合わせください。
尾道学研究会企画事務局
（1080－5612－9108）

中央図書館の催しなど

■読書感想文募集
中央図書館では、読書週間（10月

27日～11月 9 日）にちなみ、読書感
想文を募集しています。
応募資格 市内在住か通勤・通学し
ている人（小学生以上）
応募規定 ○400字詰原稿用紙 5枚
以上 7枚以内（パソコンを使用す
る場合、20字×100行以上140行以
内、縦書）○自分自身が感じたこ
と、考えたことをまとめたもので
未発表のもの。○作品のはじめに
標題を記入して、最後の部分に読
んだ本の書名・著者名・発行所名
を書いてください。別紙に住所・
名前（ふりがな）・年齢・電話番号
を記入して添付してください。○
応募作品は返却しません。○入選
作品の版権は中央図書館に帰属す
るものとします。
※応募規定以外の作品は、選考の対象
外となりますのでご注意ください。
※小・中学生については別に定めます。
応募期限 9 月20日（火）
発表・表彰 11月 3 日（祝）予定
【一般の部】1 席：1 編、2 席：2
編、3席：3編、佳作：5編

【小・中学生の部】各学年ごとに、
1席：1編、2席：1編、3席：
1 編（入賞者には、賞状と図書
券を贈呈します。）

■夏休み子ども映画鑑賞会
日時 8 月21日（日）10：30～12：00
内容 おまえうまそうだな（宮西達
也さんの絵本〈ティラノサウルス

シリーズ〉を映画化した作品）
〒722－0043 尾道市東久保町4－1

中央図書館（10848－37－4946）

尾道勤労青少年ホームの講座

■キャリアアップ・サービス接遇検
定講座（2級・準1級）
期間 9 月13日（火）～11月29日（火）
時間 19：00～20：50（全 9回）
内容 2 級：①サービススタッフの
資質②専門知識と一般知識③対人
技能（マナー、話し方、身だしな
みほか）④実務技能（クレーム対
応、現金授受、交際業務ほか）、
準 1級：①発生練習②あいさつ・
おじぎの仕方③入室・退室の仕方
④接客対応⑤模擬販売
講師 新祖美智恵さん
対象 市内在住か勤務先のある15歳
～35歳未満の人（学生は除く）
定員 先着15人
教材費 2 級：テキスト代・問題集

準 1級：テキスト代
※新規会員は登録料700円が必要
申込期限 8 月30日（火）19：00まで
※受講終了後、希望者は 2級・準 1
級検定試験を受けることができま
す。（有料）
■働く親の子育てスキンシップ講座
親子でスキンシップを図りません
か！親子の体と心をサポートします。
（全 3回）
①ベビーヨーガ
日時 9 月 6 日（火）10：00～11：30
対象 概ね生後 3カ月～ 1歳の乳児
と保護者
内容 赤ちゃんと一緒に体を動かし
ながら楽しいひとときを過ごす
講師 吉廣朱美さん
②親子ビクス
日時 10月13日（木）10：00～11：30
対象 乳幼児と保護者
内容 親子でふれあい、リズムに合
わせて体を動かす。肩こり・腰痛
にも効果が期待されます。
講師 松本久美子さん
③親の力を学び合うプログラム
日時 11月 8 日（火）10：00～11：30
対象 0 ～ 3 歳児の保護者
内容 テーマに沿って参加型の話し
合いで、子育ての悩みなどを考え
振り返る
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講師 木村順子さん
【①②③共通事項】
定員 先着15～20組
持参物 バスタオル、飲み物など
申込期限 8 月26日（金）19：00まで
尾道勤労青少年ホーム

（10848－22－5396／13：00～21：00）

因島勤労青少年ホームの講座

①パワーヨガ教室
期間 8 月29日（月）～10月 3 日（月）
時間 19：30～21：30（ 5 回）
講師 金谷　諭さん
定員 20人
②あなたのキャリアアップ応援します
ビジネスマナー講座
期間 9 月 1 日（木）・15日（木）・29日（木）

10月13日（木）・27日（木）
時間 19：30～21：30（全 5回）
内容 秘書の資質（身だしなみ・心
構え・気配り）、職務知識・技能
（スケジュール管理・会議・書類
管理）、マナー・接遇（来客対応・
電話対応・冠婚葬祭）、ビジネス
文章（社内文章・社外文章・メー
ル）、ビジネスでのお悩みＱ＆Ａ

講師 青山博恵さん
（ビジネスマナーアドバイザー）

定員 15人（女性のみ）
教材費 2,415円（テキスト・参考書
代）
申込期限 8 月22日（月）
※受講終了後、検定試験 3級を受験
しましょう。（有料）

【①②共通事項】
対象　市内在住か勤務先のある35歳
未満の青少年
※利連協未登録者は500円が必要
因島勤労青少年ホーム

（10845－24－1228／水曜休館）

シルバー剪定講習会

植木・盆栽等の剪定技能を習得し
たい人は、お申し込みください。
期間 8 月29日（月）～31日（水）の3日間
時間 9：00～16：00
場所 市内の緑地（予定地：西久保町）
対象 市内在住の50歳代後半～60歳
代前半層で働く意欲のある人（一
度受講した人は受講できません。）
定員 20人
申込期限 8 月19日（金）
尾道市シルバー人材センター

（10848－20－7700）

千光寺山ロープウェイ延長運転

期間 8 月13日（土）～16日（火）・
20日（土）・27日（土）

時間 9 ：00～19：00
（上記以外は17：15まで）

観光課（10848－25－7185）
千光寺山ロープウェイ事務所
（10848－22－4900）

行政書士無料相談会

日時 8 月28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、成年後見制度、
相続・遺言手続、交通事故相談ほか
広島県行政書士会尾道支部
（小川　10848－48－2608）

自衛官・学生採用試験

■自衛官採用試験
受付期限 9 月 9 日（金）
①自衛官候補生
受験資格 18歳～26歳の男女
学科試験 9 月中旬・下旬
②一般曹候補生
受験資格 18歳～26歳の男女
第 1次試験 9 月17日（土）
③航空学生
受験資格 18歳～20歳の男女
第 1次試験 9 月23日（祝）
■学生採用試験
受付期間 9 月 5 日（月）～30日（金）
①防衛医科大学校
受験資格 18歳～20歳の男女
第1次試験 10月29日（土）・30日（日）
②防衛大学校
受験資格　18歳～20歳の男女
第 1次試験 11月 5 日（土）・6日（日）
③看護学生
受験資格 18歳～23歳の男女
第 1次試験 10月22日（土）
自衛隊広島地方協力本部尾道出張所
（10848－22－6942）
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尾道南高校「特設講座」で
学んでみませんか
尾道南高校では、地域に開かれた学校づくりの
ひとつとして、昼間の時間を利用した「特設講座」
を開設します。詳しくは、パンフレットを作成し
ていますので気軽にお問い合わせください。
講座回数 各12回～14回程度
受 講 料 無料

（教材費は実費／500円～1,000円程度）
申込期限 8 月22日（月）※定員を超えた場合抽選

尾道南高校（長江二丁目10－34 ）
（10848－37－4945 50848－37－4393）

講座名・内容など

パソコン基礎講座
初めての人が情報（パソコン）の基本的な操作を学び、暮ら

しの中に活用するための講座です。
開催日／ 9月～12月の火曜 15：00～16：30 定員／20人

How to 体ほぐし運動
～心身の健康増進や体力づくりを考えよう～
「筋肉のこりがほぐれ体が楽になる、眠っていた筋肉が目覚
め血行がよくなる、体のバランスがよくなる」といった効果が
期待できます。
開催日／ 9月～12月の水曜 15：00～16：30 定員／25人

くらしの書
～「はじめてやってみよう！」と思っている方のために～
ペン字（硬筆）から筆を使った毛筆まで、実用できる書道講

座です。
開催日／ 9月～12月の木曜 15：00～16：00 定員／15人


