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秋のしまなみ海道を歩こう
　9月30日〜 10月2日、し
まなみ海道沿線で10㎞〜40
㎞のコースを歩く「瀬戸内し
まなみ海道スリーデーマーチ」
が行われ、3日間で延べ5,738
人が参加して景色を楽しみな
がら歩きました。各所ではボ
ランティアの皆さんによるお
もてなしもありました。

かわぐちかいじ展開催中

　尾道市出身のマンガ作家、
かわぐちかいじさんの特別
展が、市立美術館とおのみ
ち歴史博物館で11月27日
まで開催されています。10

月1日にオープニングセレモニーが行われ、かわぐ
ちかいじさんと弟の協治さんによるギャラリートー
クなどがありました。

消防車を描こう 　10月2日、尾道消防
防災センターで「第38
回消防車写生大会」が
あり、子どもたちが消
防車や救急車の絵を絵
の具やクレヨンなどで
描きました。最優秀賞・
優秀賞の作品は、同セ
ンターで11月27日ま
で展示されています。

タイ王国の子どもたちと交流

　タイ王国の児童5人が10月3日から2週間、
瀬戸田町でホームステイをしながら瀬戸田小
学校と南小学校の児童と交流する「第15回か
がやき交流」が行われました。10月4日には、
歓迎式典が開かれました。

祈りと願いを込めて
　10月8日、「第8回尾道灯
りまつり」が行われました。
尾道駅前や各寺などでは、市
内の子どもたちが思い思いの
夢を描いたぼんぼりに灯りが
ともされ、尾道の秋の夜を温
かく照らしました。

プロの技を教えてもらおう

　10月10日、びんご運動公園で「第4回尾道市体
育祭」があり、ひろしま子ども夢スポーツ応援事業
サンフレッチェ広島「夢スポーツ応援教室」では、
5人のサンフレッチェ広島のスクールコーチに市内
の小学3年生〜6年生86人が指導を受けました。

御調で観月会

お蔵出し映画祭開催
　10月13日〜 16日、
シネマ尾道などで「お蔵
出し映画祭」が開催され、
グランプリ作品に「しあ
わせカモン」が選ばれま
した。同作品は、来年劇
場公開される予定です。

　10月8日、圓鍔勝三彫刻美術館で「第3
回御調町観月会」があり、生け花の展示や
お茶席、音楽コンサートなどが行われまし
た。
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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　12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12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（☎0848−25−7324）

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　12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、12月26日（月）必着）

契約管財課契約係
　　（☎0848−25−7282）

備後圏都市計画道路変更案の
縦覧を行います

縦覧内容　備後圏都市計画道路渡場
線、東御所三軒家線、千光寺線、
彦ノ上線、名郷丸富浜線、久保海
岸線の変更について
期間　11月28日（月）〜12月12日（月）
時間　 8：30〜17：15（土・日曜を除く）
場所　まちづくり推進課（市役所 3 階）
　　　向島支所しまおこし課（支所 1 階）
■意見書の提出
　縦覧期間中において、変更案に関
する意見書を提出することができま
す。尾道市長宛に「住所、名前、連
絡先、意見」を記入のうえ、書面で
提出してください。

〒722−8501 尾道市久保一丁目15−1
　まちづくり推進課

　　（☎0848−25−7222）

宝くじの助成金で
整備

　㈶自治総合センター
では、自治宝くじの売
上金の一部を活用して
コミュニティ助成事業
を実施しています。
　この度、本事業により、御調町市
地区の青年層を中心とした郷土神輿
保存会が、郷土神輿の改修をしまし
た。54年ぶりの郷土神輿再興となり、
これまで以上に人と人とのふれあい

をもたらすものと、期待されていま
す。

美ノ郷町の一部でＮＨＫ総合テ
レビ、教育テレビのチャンネル
が変更されます

　国の方針により、テレビの地上デ
ジタル放送で使用できるチャンネル
が変更になります。（尾道本郷中継
局受信世帯のみ）それに併せ、尾道
本郷中継局のＮＨＫ総合テレビ、教
育テレビのチャンネルが変更される
ことになりました。
　テレビの受信チャンネル変更日は、
12月 5 日（月）早朝で、この日にテレビ
のチャンネル変更作業が必要です。
　変更に関する内容やテレビのチャ
ンネル設定変更など、詳しくは「チャ
ンネル変更コールセンター」へご相
談ください。
■チャンネル変更対象テレビ
　尾道本郷中継局を受信しているテ
レビ
■変更チャンネル
○NHK総合放送（リモコン番号： 1 ）

の変更【現行の58チャンネル→37
チャンネルへ変更】

○NHK教育放送（リモコン番号： 2 ）
の変更【現行の62チャンネル→39
チャンネルへ変更】

※自動チャンネルスキャン機能があ
るテレビとケーブルテレビに接続
してあるテレビは自動的に切り替
わります。

※事前の受信相談や当日の訪問予約
にも対応します。ご連絡ください。
チャンネル変更コールセンター

（☎0120−922−303／ 9：00〜21：00
  ※土・日・祝日は18：00まで）

☎電話  　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

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）

地図はヤフー㈱の許可を得て「プロアトラスSV6」
の地図画像を使用しています。

（C）Yahoo JAPAN（C）Yahoo JAPAN
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平成24年版広島県民手帳発売中

内容　官公庁所在地、各種相談窓口、
各地の行事、県市町おすすめ観光
スポットなど
販売価格　ポケット版600円
　　　　　デスク版1,100円
販売場所　政策企画課統計係（市役

所 4 階）、因島総合支所、御調・向
島・瀬戸田・向東・浦崎・百島支所
政策企画課統計係（☎0848−25−7314）

「日記式潮汐表」無料配布

期間　12月1日（木）からの 9：00〜16：00
（土・日・祝日を除く）
場所　広島県清港会尾道支部
　　　（古浜町27−284）
配布数　先着300人（一人 1 冊）

広島県清港会尾道支部
　（☎0848−23−2463）

「第19回景観づくり大賞」景観写真募集
−広島にいつかいってみたい、見てみたい−

　県内の22市町と広島県とで構成し
ている広島県景観会議では、優れた景
観を守り育てるため、ふるさと広島の
景観資源を発掘・再発見した人を表彰
する「景観づくり大賞」を実施します。

応募対象　次のテーマごとに、広島
県の優れた景観・あなたのお気に
入りの景観を写真に収めて応募
○テーマ1：風景・まちなみ

地域が誇る景観でその場所を印象
的にしている風景やまちなみ
○テーマ2：建築物・工作物

周辺のまちなみに調和し、付近の
景観と一体的になっているもの

応募期限　平成24年 1 月31日（火）
表彰・副賞　最優秀賞：1 点（ 2 万円）、

優秀賞：各テーマから数点（ 1 万円）
※募集要項、応募用紙は市役所 1 階ロ

ビー、まちづくり推進課、各支所に
あります。（下記ホームページから
ダウンロードも可）

〒738−8501  廿日市市下平良一丁
目11−1  広島県景観会議事務局

（廿日市市都市計画課内
  ☎0829−30−9190）
http://www.hiroshima-keikan.jp/
まちづくり推進課（☎0848−25−7222）

新年互礼会申込受付

　平成24年の新年互礼会を、尾道市
と尾道商工会議所で共催します。
日時　平成24年 1 月 6 日（金）18：00〜
場所　尾道国際ホテル
会費　3,000円
申込先　市役所総務課（ 4 階）・総合

受付（ 1 階）、市役所各支所、市農
協・支所（旧尾道エリア）、尾道商

工会議所総務課（土・日曜を除く）
申込期限　12月15日（木）

総務課庶務係（☎0848−25−7332）
　　尾道商工会議所総務課
　　（☎0848−22−2165）

尾道大学日本文学会・尾道大学日本文学科主催
第3回おのみち文学三昧

日時　12月 3 日（土）10：30〜17：15
場所　しまなみ交流館ホール
■第1部：尾道大学日本文学会大会
　［10：30〜14：20］
内容　研究発表（日本文学科 3 年生・

大学院生・日本文学科教員）
■第2部：林芙美子没後60周年記念
朗読コンサート、公開講演会
　［15：00〜17：15］
内容　林芙美子没後60周年記念の朗

読コンサート、北九州市立文学館副
館長今川英子さんによる林芙美子に
関する講演会。朗読コンサートの伴
奏は、広島交響楽団の伊藤哲次さん

（チェロ）・戸田真里さん（ピアノ）
定員　400人
※申込不要。駐車場はありません。第

1 部、第 2 部どちらからでも参加可
尾道大学芸術文化学部日本文学科

　（藤川　☎0848−22−8311）
fujikawa@onomichi-u.ac.jp

　本市では、平成21年度に策定した協働のまちづく
り指針に沿って、協働のまちづくりが進んでいくよ
う、市が実施する事業を具体化した「尾道市協働のま
ちづくり行動計画」を策定することとし、現在、住民
自治組織の代表者、市民活動団体、学識経験者らで構
成した尾道市協働のまちづくり行動計画検討委員会
でその内容を検討しています。
　この度「尾道市協働のまちづくり行動計画（案）」が
まとまりましたので、次のとおりパブリックコメント
を募集します。
公表期間・意見募集期間　11月 1 日（火）〜30日（水）
公表場所　市ホームページ、市役所 1 階ロビー、政

策企画課、因島総合支所市民生活課、御調支所住民
課、向島支所住民福祉課、瀬戸田支所住民福祉課（希
望者にはコピーを配布）
意見提出方法　持参か郵送、FAX、Ｅメールで提出（持

参の場合は政策企画課・各支所で受理）
※意見書の書式は自由。（住所・名前の記載は必須）

参考書式は市のホームページからダウンロード可
意見を提出できる人

●市内に住所を有する人
●市内に事務所か事業所を有する個人および法人

その他の団体
●市内の事務所か事業所に勤務する人
●市内の学校に在学する人
●市に対して納税義務を有する人
●パブリックコメント手続に係る事案に利害関係

を有する人
〒722−8501　尾道市久保一丁目15−1

　　政策企画課協働推進係
　　（☎0848−25−7435　 0848−37−2740）

kikaku@city.onomichi.hiroshima.jp

尾道市協働のまちづくり行動計画（案）のパブリックコメント募集
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第9回尾道文学談話会

　平安時代の貴族たちにとって和歌
を詠むことは、現代の私たちには想
像もできないほど重要なことでし
た。美しい景色への感動も、恋人へ
の募る思いも、そして悲しみや苦し
みも、すべて和歌で表現して伝えま
す。たった31文字の世界に、どのよ
うな思いをどうやって詰め込んだの
でしょうか。王朝貴族たちの残した
和歌を読み解きながら、その世界を
のぞいて見てみたいと思います。
日時　12月 1 日（木）18：30〜20：00
場所　尾道白樺美術館［尾道大学］
講師　岸本理恵（尾道大学芸術文化

学部講師）
定員　15人
申込期限　11月28日（月）

尾道白樺美術館［尾道大学］
　（☎0848−20−7831／火・水曜休館）

中川賢一ピアノワークショップ

　ピアニストの中川
賢一さんと、ピアノ
のワンダーランドを
探検しよう！見て、
聴いて、体で感じて
と、楽しさいっぱい
のワークショップで
す。
■小さな子のクラス
　（4歳〜小学3年生）
日時　12月25日（日）10：00〜11：00
　　　（受付 9 ：30〜）
■大きな子のクラス
　（小学4年生〜中学生）
日時　12月26日（月）13：00〜16：00
　　　 （受付12：30〜）
場所　尾道市民センターむかいしま

文化ホール
定員　申込先着各30人
※参加決定者には締切後お知らせし

ます。
申込方法　12月 9 日（金）までに「参加

者名、住所、電話番号、Eメール
アドレス、学年（年齢）」を記入の
うえ、FAXか郵送、Eメールで申込

〒722−0036  尾道市東御所町10−1
しまなみ交流館（☎0848−25−4073

0848−22−2007／火曜休館）
simanami@city.onomichi.hiroshima.jp

☎電話  　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

日時　12月 1 日（木）18：10〜20：30
場所　しまなみ交流館 2 階大会議室
内容　学生報告「就業力育成教育の取り組み発表」
　　　　①経営課題に対する解決策プレゼンテーション
　　　　②産学連携プロジェクト成果プレゼンテーション
　　　パネルディスカッション「就業力育成教育の意義と評価」
定員　72人
※就業力とは「学生が自分に合った仕事を見つけ、卒業後も自らの素

質を向上させ、社会的・職業的自立を図るために必要な能力」のこ
とで、尾道大学の取り組みは平成22年度に文部科学省から選定され
ました。
尾道大学就業力育成支援委員会（キャリア演習室　☎0848−22−8320）

おのみち市民大学講座
作る。楽しむ。感じる。学ぶ。
アートまなび塾

　梶高慎輔さんを講師にお迎えし、
みんなでワークショップを行い、コ
マ撮りアニメーションを作ります。
できあがった作品は、12月21日（水）
まで投影展示します。作る楽しさ、
見せる楽しさ、感じてみませんか。
■みんなの絵画でアニメーションを
　つくろう
日時　12月17日（土）10：00〜15：00
場所　しまなみ交流館市民ギャラリー
講師　梶高慎輔さん（ビデオアー

ティスト、尾道大学芸術文化学部
美術学科非常勤講師）
対象　小学 1 〜 6 年生
定員　10人
参加費　500円（材料費）
申込方法　11月30日（水）までに電話

かＦＡＸ等で申込
生涯学習課（☎0848−20−7444

　 0848−37−3004）
shogai@city.onomichi.hiroshima.jp

尾道ベッチャー太鼓
25周年コンサート

日時　12月 4 日（日）14：00〜
　　　（13：30開場）
場所　公会堂
入場料　2,000円（全席自由席・前売

券のみ）
ゲスト出演　風人（ふうじん）

天狗寿し（☎0848−22−4608）
　麓商店（☎0848−22−4204）

第21回尾道市公民館
生涯学習発表会

　市内各公民館で活動している講座
の受講生やグループ・サークルが、
日頃の学習成果を発表します。
■出品の部（作品展示）
日時　12月10日（土）・11日（日）
　　　10：00〜16：00
場所　尾道市民センターむかいしま 
　 1 階ロビー
内容　絵画、書、水墨画、手芸、絵

手紙など46団体が出品
■出演の部（演技発表）
日時　12月10日（土）10：00〜14：50
　　　12月11日（日）10：00〜16：50
場所　尾道市民センターむかいしま

文化ホール
内容　舞踊、歌謡、民謡、銭太鼓、

各種ダンス、詩吟、大正琴など76
団体が出演
■協賛：お茶席、バザー
※できるだけ公共交通機関をご利用

ください。
中央公民館（☎0848−44−0683）

市民ギャラリーコンサート
「備後地方の童謡詩人」

日時　11月28日（月）
　19：00〜（入場無料）
場所　しまなみ交流館
　　　市民ギャラリー
出演　奥野純子さん（ソプラノ）
　　　高橋元子さん（ピアノ）
　　　堀　順子さん（朗読）

しまなみ交流館（☎0848−25−4073）

尾道大学公開フォーラム
尾道大学就業力育成支援事業　成果報告と今後の可能性
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第2回「親子のためのゆかいな
コンサート」

日時　11月23日（祝）13：30〜15：30
場所　尾道市民センターむかいしま

文化ホール
対象　 0 歳〜どなたでも（親子か家

族でご参加ください。）
しまなみ交流館（☎0848−25−4073）

小津安二郎監督特集特別企画
脳科学者・茂木健一郎講演会
「東京物語と尾道」

　尾道と「東京物語」をこよなく愛
する茂木健一郎さん。茂木さんの感
性を通じた尾道と映画の魅力を語り
ます。
日時　12月 6 日（火）19：00〜
　　　（18：40開場）
場所　シネマ尾道（東御所町 6 − 2 ）
料金　1,800円（前売1,500円）

ＮＰＯ法人シネマ尾道
　（☎0848−24−8222）

第49回中国地区高等学校演劇
発表会

日時　11月26日（土）・27日（日）
　　　 9 ：40〜（ 9 ：20開場）
場所　しまなみ交流館
内容　中国地区高等学校各県代表に

よる演劇公演
中国地区高等学校演劇発表会事務局

　（尾道中学校・高等学校内／原田
　☎0848−20−6612）

ＩＴＣ尾道クラブ　尾道市内
小・中学生スピーチコンテスト

　市内小・中学生が、あらかじめ与
えられた論題について決められた時
間内でスピーチします。
日時　12月17日（土）13：00〜16：30
場所　尾道市民センターむかいしま

文化ホール
出場者　市内小学生 7 人・中学生 7 人

スピーチコンテスト実行委員会
　（山本　☎090−9733−1755）

第48回尾道勤労者美術展

【前期】11月16日（水）〜20日（日）

種目　日本画、洋画、彫刻、工芸
【後期】11月23日（祝）〜27日（日）
種目　書（漢字・仮名）、写真、デザイン
時間　10：00〜18：00
　　　（最終日は17：00まで）
場所　公会堂別館
内容　市内勤労者の制作した作品展示

文化振興課（☎0848−25−7366）

おのみち文学の館「文学記念室」
行友李風特別展示

期間　11月18日（金）〜12月26日（月）
時間　 9：00〜17：00（入館は16：30まで）
※11月中は無休、12月からは火曜休館
内容　直筆原稿、書籍などの資料や

写真など作家ゆかりの品を展示
入館料　一般300円、中学生以下無料

文化振興課（☎0848−25−7366）
　文学記念室（☎0848−22−4102）

瀬戸内海の環境パネル展

　環境について考える写真・イラス
ト等を展示します。
期間　開催中、11月25日（金）まで
時間　 8 ：30〜17：15
　　　（土・日・祝日を除く）
場所　尾道市人権文化センター
協力　尾道海上保安部

尾道市人権文化センター
　（☎0848−37−2631）

向島子ども図書館の催し

■しの笛の会「野菊」コンサート
日時　11月20日（日）14：30〜15：00
内容　秋の抒情歌特集とおはなし

演奏曲目：荒城の月、秋の月、月の沙
漠、旅愁、おさるのかごや、里の秋

演奏者　しの笛の会尾道教室「野菊」
対象　幼児〜大人どなたでも

向島子ども図書館
　（☎0848−44−0114）

瀬戸田図書館の催し

■であいの家通所者による書展
　「かいた　書いた」
　因島大浜町のであいの家には、書
道サークルがあり、ボランティアの
講師によって楽しく創作活動してい
ます。その素敵な作品を紹介します。

期間　11月16日（水）〜12月 3 日（土）
時間　10：00〜18：00
　　　（月・火・祝日休館）

瀬戸田図書館（☎0845−27−1877）

尾道建築塾たてもの探訪編
〜中学生限定募集〜

　毎年開催しているまち歩きを中学
生向けに無料で開催します。尾道独
特の建築や町並み、再生事例等を専
門家が紹介しながら歩きます。
①土堂・三軒家コース
日時　11月13日（日）14：00〜
集合場所　長江口ロープウェイ乗り

場前
講師　渡邉義孝（尾道大学非常勤講師）
②久保・長江コース
日時　11月20日（日）14：00〜
集合場所　長江口大型バス駐車場
講師　真野洋介さん（東京工業大学

准教授）
③商店街コース
日時　11月27日（日）14：00〜
集合場所　尾道駅南口前集合
講師　片岡八重子さん（一級建築士）
定員　各日20人　
※参加者には冊子「空きプレス」を

プレゼント。 3 回連続受講者にも
特典付！

NPO法人尾道空き家再生プロ
ジェクト（☎080−6323−9921）
kenchiku@onomichisaisei.com
http://www.onomichisaisei.com/

白滝山秋の観音まいり

日時　11月20日（日）10：30〜14：00
場所　白滝山山頂（因島重井町）
■にほんの里100選
　記念無料コンサート
　バリトン歌手
　崔

さい

　宗
そうほう

宝さん
　無料コンサート
　（13：00〜13：40）
曲目　日本の歌：平城山、初恋ほか、

中国の歌：草原情歌、紅彩妹々ほか、
世界の歌：オペラアリア、フニク
リフニクラほか、合唱（ふるさと）

催し　恋し岩カップル集合（遠距離
恋愛のパワースポット「恋し岩」
で愛を誓ったカップルにプレゼン
ト）、囲碁大会、尾道大学生写生
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コーナー「いっしょに石仏を描こ
う！」、先着200人にふるまい（パ
ンとお茶・コーヒーなど）、抹茶
のふるまい
因島白滝公園保勝会

　（☎0845−25−0016）

第18回「障害者週間」
尾道福祉大会

日時　12月 5 日（月）13：30〜16：00
場所　総合福祉センター 4 階大会議室
内容　アトラクション（ピアノ演奏）、

意見発表（身体・知的・精神障害の
ある人からの発表）、大会宣言
■講演会　
演題　当事者主役の取り組みを
　　　〜地域で仲間を支えるために〜
講師　土屋　徹さん（フリーランス

ナース＆ソーシャルワーカー、
office夢風舎、ぴあ・さぽ千葉コー
ディネーター）
■即売・展示
　パン・クッキーなどの販売
■期間中の行事
　作品を総合福祉センター 1 階ロ
ビーに展示。大会当日は、書道・絵
画等も展示します。

社会福祉課（☎0848−25−7124）
　尾道市社会福祉協議会
　（☎0848−22−8343）

【「障害者週間」とは】
　障害者の福祉についての関心と
理解を深めるとともに、障害者が
社会、経済、文化その他あらゆる
分野の活動に積極的に参加する意
欲を高めるため、障害者週間を設
けています。障害者週間は、12
月 3日〜 9日の 1週間です。

第13回尾道障害者まつり

日時　12月18日（日）10：00〜
場所　尾道南高等学校
　　　長江小学校
内容　オープニング、うまいもの市・

バザー・ゲームなど、フィナーレ
尾道・向島地区のつどい事務局

　（梅野　☎0848−23−6639）

☎電話  　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

第6回しまなみ瀬戸田夢工房
まつり

日時　11月20日（日）10：00〜14：30
場所　しまなみ瀬戸田夢工房
　　　（旧ＪＡ福田支所）
内容　有志による演奏、合唱、クッ

キー・パウンドケーキ・野菜・各
種遊休品販売、ボランティア等に
よる食べ物バザー（焼きそば・う
どん・炊き込みごはん等）
しまなみ瀬戸田夢工房

　（☎0845−27−2270）

認知症講演会

日時　11月19日（土）13：30〜14：30
場所　総合福祉センター 4 階
　　　大会議室
演題　認知症になってもええじゃん!!

認知症の人と家族の会の取り
組み

講師　末盛征壮さん（三原認知症の
人と家族の会世話人代表）

尾道市地域包括支援センター
　（☎0848−25−7450）

尾道勤労青少年ホームの催し

■尾道勤労青少年ホーム祭2011
　一緒に楽しみましょう。地域や子
どもの皆さんのご参加をお待ちして
います！
日時　11月27日（日）10：30〜14：30
場所　尾道勤労青少年ホーム

内容　講座紹介パネル、作品の展
示、講座体験コーナー、スマイル
カフェ（演奏）、バザー、くるくる
レインボー、鉄板フードコーナー、
お楽しみ抽選会など
■働く親の子育てスキンシップ講座
　（第2弾）
　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！
日程　①11月29日（火）②12月 7 日（水）
時間　10：00〜11：30（両日とも）
対象　市内在住で 3 歳までの乳幼児

と保護者（初めての人を優先）
内容
　①ベビーヨーガ
　　（講師：吉廣朱美さん）
対象　生後 3 カ月〜 1 歳ぐらいの

乳児と保護者
内容　赤ちゃんと一緒に体を動かし

ながら楽しい一時を過ごします。
②親子ビクス
　（講師：松本久美子さん）
　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・
腰痛に効果！

定員　先着20組
持参物　バスタオル、飲み物等
申込期限　11月21日（月）19：00まで

尾道勤労青少年ホーム
　（☎0848−22−5396／13：00〜21：00）

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　☎0848−25−7465
　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）

義援金等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（☎0848−25−7216）


