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リハビリプール（瀬戸田福祉保
健センター内）が再開
6 月10日から、瀬戸田福

祉保健センター内にあるリ
ハビリプールが再開しまし
た。これから運動を始めよ
うかなと思っている皆さん、
水中ウォーキングから始め
てみませんか。
開放時間 月～金曜日 9：30～11：30、13：30～15：30

（土・日・祝日は休館）
■水中運動の効果
◎浮力は腰や膝にかかる負担を軽減させ、膝痛や腰
痛がある人でも運動できます。またバランスを保
つ練習になり転倒予防にもなります。
◎抵抗は動かすスピードによって抵抗の大きさが変わる
ので、自分の体力に合わせた運動、筋トレができます。

◎水温は体のエネルギーを燃焼しやすくし、ダイエッ
トにもつながります。
◎水圧は体の血管を適度に圧迫し、血液循環を良くします。
瀬戸田福祉保健センター（10845－27－3849）

熱中症を防ぐために
熱中症の発生は 7月から 8月がピークになります。

熱中症を正しく理解し、予防に努めましょう。

熱中症の予防には、「水分補給」と「暑さを避ける
こと」が大切です！
●水分・塩分補給
●体調に合わせた取り組み
・こまめな体温測定（特に体温調整が十分でない高
齢者、障害者、こども）
・通気性の良い、吸湿・速乾の衣服着用
・保冷剤、氷、冷たいタオルなどによるからだの冷却
●熱中症になりにくい室内環境
・扇風機やエアコンを使った温度調整
・室温があがりにくい環境の確保（こまめな換気、遮
光カーテン、すだれ、打ち水など）
・こまめな室温確認（※無理をしてエアコンを使わな
いと体調を崩すことがあります）

●外出時の準備
・日傘や帽子の着用
・日陰の利用、こまめな休憩
・通気性の良い、吸湿・速乾の衣服着用

①涼しい場所へ避難させる
②衣服を脱がせ、身体を冷やす
③水分・塩分を補給する
※自力で水を飲めない、意識がな
い場合は直ちに救急車（119）を
要請しましょう。

健康推進課（10848－24－1962）

私がひきこもったこと、そして今
～映画上映と原作者による講演～

ひきこもりが長期化し、社会生活の再開が困難になって
から家族が相談に来られるケースがありますが、できるだ
け早期に相談や受診に結び付けることが大切です。
ひきこもりについて理解いただけるよう、講演会と映画
上映会を行います。
①日程 7 月28日（木）場所 尾道市民センターむかいしま文化ホール
②日程 8 月 5 日（金）場所 芸予文化情報センター
■講演（13：30～14：20）
演題 私がひきこもったこと、そして今
講師 旭爪

ひのつめ

あかねさん
■映画上映（14：30～16：30）
作品 アンダンテ～稲の旋律～
※参加無料、申込不要
健康推進課（10848－24－1960）

広島県言語聴覚士会 第4回言語聴覚の日記念イベント
市民講座「世界一大切な人のために受けたい授業」

日時 8 月21日（日）13：30～16：30（受付13：00～）
場所 総合福祉センター 4階大会議室（入場無料）
講演 1
13：30～「脳卒中～早く気づく、早く治す、病気にならない～」

栗山　勝さん
（脳神経センター大田記念病院院長）

14：40～「歌でリハビリ・リフレッシュ」
来場者の皆様と歌の力を体感しましょう

講演 2
15：20～「発達障害について～幼児期・学童期を中心に～」

水野　徹さん
（広島市こども療育センター二葉園言語聴覚士）
個別相談会：小児について・成人について

介護老人保健施設「やすらぎの家」
（山本　10848－20－7150）

元気はつらつ!! 健康づくりセミナー
お酒が好きなあなたのための講座

日　時 7 月25日（月）13：30～15：30
場　所 みつぎいきいきセンター

（御調保健福祉センター隣）
内　容 お酒との上手な付き合い方（講義）

かっこいい体型を目指して（運動実技）
講　師 医師、管理栄養士、運動指導者ほか
対　象 健康に関心のある人で概ね70歳までの市民
持参物 タオル、飲み物（水分補給用）、屋内シューズ
※動きやすい服装でお越しください。
申込期限 7 月20日（水）※先着15人
御調保健福祉センター
（10848－76－2235）

熱中症の予防法

熱中症になった時の処置は…
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※所得審査があります。
※所得の状況は毎年変わ
りますので、これまで
対象にならなかった人
も対象となる場合があ
ります。子どもの誕生
月（ 1 日生まれの子は
前月）に手続きにお越
しください。
内容 保険診療の自己負担分のうち、一部負担金

を除いた部分を助成します。一部負担金
は、医療機関ごとに 1日500円［入院月14
日まで・通院月 4日まで］です。

対象 【通院・入院】 0歳児～小学 3年生
【入院】小学 4年生～ 6年生

※入院が決まったときに手続きをしてください。
手続きに必要なもの 子どもの健康保険証、印鑑
申請窓口 子育て支援課または各支所
子育て支援課（10848－25－7113）

保険診療の自己負担分のうち、一部負担金を除い
た部分を助成します。一部負担金は、医療機関ごと
に 1日500円［入院月14日まで・通院月 4日まで］
です。
対象 18歳になった最初の 3月31日までの児童を扶

養している配偶者のいない人とその児童、父
母のない児童
ひとり親家庭等とそれと生計を一にする扶養
義務者が前年の所得に所得税が課されていな
い場合に限ります。

現在受給中の人は更新の申請が必要です。有効期
限までに申請をしない場合は、申請日以降からの資
格取得になりますので、ご注意ください。
子育て支援課児童福祉係（10848－25－7113）

保険診療の自己負担分のうち、一部負担金を除い
た部分を助成します。一部負担金は、医療機関ごと
に 1日200円［入院月14日まで・通院月 4日まで］
です。
対象 身体障害者手帳（ 1級、2級、3級）か療育手

帳（○Ａ、Ａ、○Ｂ）の交付を受けている人　
※所得制限があります。
社会福祉課障害福祉係（10848－25－7125）

「ひとり親家庭等」、「重度心身障害者」の医療費
受給者証は、 7月31日（日）で期限切れになります。
該当者には新しい受給者証を送付しますので、 8月
1日（月）からはその受給者証で受診してください。

なお、この制度には所得制限があります。下記の
医療費受給制度に該当する人で、現在受給者証をお
持ちでない人は、各担当窓口までご相談ください。

平成23年10月 1 日から、就業先の状況などによ
り、育児休業が取得しにくいご家庭のために、産
後 8週間を経過した児童の保育を行います。
対象児童 市内在住で、就業先の状況などの理由
で育児休業が取得できず、産後 8週間を経過し
た後、家庭において保育することができないと
認められる児童
実施施設 吉和保育園

（沖側町5－9 10848－22－5538）
大慈保育園
（瀬戸田町宮原414 10845－28－0610）

利用時間 月～土曜日 7：30～18：00
入所受付 入所希望日の 2カ月前から受付（※出
産前の予約は受付できません。）
利用料金 保育料徴収基準額表により算定
【吉和保育園入園希望者】
子育て支援課児童保育係
（10848－25－7114）
【大慈保育園入園希望者】
因島福祉課児童係
（10845－26－6210）

県制度によるひとり親家庭等・重度心身障害者の医療受給制度

ひとり親家庭等医療 重度心身障害者医療

乳幼児等医療費受給者証は
お持ちですか
～持っていない人は手続きをしてください～

産休明け保育を開始します

医療費受給者証を更新します医療費受給者証を更新します
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長者原スポーツセンター行事案内
（10848－48－5677）

7 月17日（日） 第33回小中学生交歓柔道大会

18日（祝） YAYOIバトンスクールフェスティバル2011合同練習、8月6日

23日（土） 尾三地区ミニバスケットボール連盟審判・TO講習会

24日（日） 尾道市中学校夏季総合体育大会卓球の部

26日（火） 尾道市中体連夏季大会バレーボールの部～27日

30日（土） 南部地区中学校夏季総合体育大会卓球の部

31日（日） ソシアルダンスパーティー

8月2日（火） 第28回高体連尾三地区卓球1年生大会

7 日（日） 平成23年度北部地区体育協会球技大会

13日（土） 第27回ローズカップ大会～14日

県立びんご運動公園行事案内
（10848－48－5446） http://www.bingo-undoukouen.jp/

7 月16日（土）

第6回広島県中学高校卓球大会兼第66回団体予選広島県予選～17日
高円宮全国リーグU－18
第27回RSK杯全国選抜ジュニア選手権大会広島県予選大会～17日
第93回全国高等学校野球選手権広島県大会～25日

17日（日） 第15回びんご地区保育・幼稚園児サッカー大会

18日（祝） JリーグU-14・U-13サザンクロス／尾三地区高等学校審判講習会

21日（木） 広島県中学校選手権大会バレーボールの部～22日

23日（土）
広島県東部バトントワリング選手権大会
尾三地区学校対抗選手権大会陸上競技～24日
尾道市中学校夏季総合体育大会ソフトテニスの部～24日

24日（日） 第20回フジカップ／びんご地区シニアリーグ

25日（月） 全国中学校テニス選手権中国予選大会～27日

26日（火） 尾道市中体連夏季大会サッカーの部～27日

28日（木） 尾道市中学校夏季総合体育大会バスケットボールの部～29日

30日（土）

西深津ローズカップジュニアバレーボール大会～31日
第61回南部地区中学校尾道、三原、豊田、竹原、世羅
中学校体育連盟夏季総合体育大会
南部地区中体連夏季大会サッカーの部～31日

31日（日）
南部地区中体連夏季大会軟式野球の部
東部サッカーリーグ、8月7日／第14回びんご社会人リーグ、8月7日

8月 2日（火）
第61回南部地区中学校夏季体育大会バスケットボールの部～3日
尾三地区高等学校ソフトテニス夏季選手権体育大会～3日

4日（木）
第13回尾三バスケットボール交流会澤山正彦杯～6日
キッズ練習会

6日（土）
第6回びんご地区ジュニアリーグU-9リーグ
第18回尾道市長旗争奪シニア野球大会～7日

7日（日）

社団法人日本3B体操協会創立40周年記念大会広島県大会
ダンスパーティー／平成23年度第8回広島県シニア大会
トークス杯ダブルステニス大会
尾道市スポーツフェスティバル第60回記念市民水泳大会

9日（火）
第61回南部地区中学校夏季総合体育大会バレーボールの部
広島県トレセン（中2）～11日

11日（木） 尾道地域企業合同求人説明会

13日（土）

第27回ローズカップミニバスケットボール～14日
第8回おのみちカップJrユースサッカー大会～14日
日本女子プロ野球連盟（仮）
フェニックスジュニアユース交流大会～14日

※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 8 月 7 日（日）
9：00～（受付 8：15～ 8：45）

場　所 びんご運動公園
コミュニティープール

対　象 小学生の部、中学生の部、一般の部
表　彰 参加者全員に記録証・参加賞
申込方法 7 月30日（土）までに、びんご運動公園、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付できません。
参加料 大人（高校生以上）一人500円、子ども（小・
中学生）一人300円（当日受付にて徴収）
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

～あなたも、力いっぱい泳いでみませんか～

第60回記念市民水泳大会

日　時 7 月31日（日）8：30～12：30（荒天中止）
場　所 因北小学校プール
対　象 小学 4年生以上で、因島・瀬戸田町・上島
町在住か通勤・通学している人など
種　目 背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ、自由形、個
人メドレー、200ｍリレー、200ｍメドレーリレー
参加費 一人100円（保険料）
申込方法 7 月27日（水）17：00までに、所定の申込用
紙を因島瀬戸田地域教育課か公民館、水泳連盟事
務局へ提出
因島水泳連盟事務局（宮崎　10845－22－8703）

因島総合体育大会（水泳の部）

日　時 8 月 4 日（木）10：00～12：00
場　所 びんご運動公園屋根付きコート（ 4 面使用）
対　象 5 歳～小学生の初心者の子（先着100人）
参加費 無料
服　装 テニスのできる服装、テニスシューズか運
動靴
持参物 タオル、飲み物等（テニスラケットは貸出）
指導者 日本女子テニス連盟広島県支部東部地区役員
申込期限 7 月23日（土）
日本女子テニス連盟広島県支部東部
（1080－3052－0084）

硬式テニスキッズ練習会参加者募集

日　時 7月24日（日）・31日（日）10：00～11：30
場　所 尾道商業高等学校武道場
対　象 どなたでも
参加費 無料
尾道市合気道連盟（野田　10848－24－1968）

合気道たいけん教室参加者募集
～護身法・健康法！　心と体を鍛えよう！～
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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～

7月18日（海の日）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。）

全市、暦どおりごみを収集します。（因島地区はごみ収集カレンダーどおり収集）

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。

不要になったテレビの処理は

※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 7／24（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 7／24（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
8／ 7（日）9：00～12：00

13：00～16：00
生ごみを除く

【8／5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）

お盆のごみ収集

お盆のし尿収集

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（燃やせるごみが月・木曜日の地域）

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）

「ブラウン管式、液晶式、プラズマ式」テレビは、
家電リサイクル法によりリサイクルすることとなっ
ています。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。
（1）家電小売店等に依頼する場合
「リサイクル料金」と「運搬料金」が必要です。
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）自分で運搬する場合
「リサイクル料金」が必要です。事前にメーカー
名・大きさを調べ、郵便局で家電リサイクル券を購

入して、引取場所へ直接持ち込んでください。地図
はクリーンセンターにあります。
■尾道市内の引取場所（全メーカー引取）
㈱丸総商店尾道営業所
（東尾道14－9 10848－56－0051）
※因島地域は因島リサイクルセンターで引き取りし
ています。（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）
※冷蔵庫・エアコン・
洗濯機・衣類乾燥機
の処理も同様です。

因島地区（東生口を除く） 暦どおり収集

瀬戸田町・東生口地区 8 月13日（土）～17日（水）は休み

旧尾道・御調・向島地区 8 月13日（土）～15日（月）は休み

※お盆の前は混み合いますので、早めに収集の依頼をしてください。



広報おのみち・平成23年7月16

サッカーで交流
6月5日、向島運動公園で尾道市2チームと、産
業文化友好交流都市の東出雲町1チームが参加し
て「第18回東出雲町・尾道市少年スポーツ交流
サッカー交歓大会」が行われました。

明るく元気な尾道を描いたマンガを募集します。
募集内容 各部門に「 1 コマの部」「 4 コマの部」
がありますので、どちらかを選んで応募

【小・中学生部門】
テ ー マ 僕らが大人になったときの尾道
応募資格 市内在住か通学している小・中学生
【一般部門】
テ ー マ 100年後の尾道
応募資格 市内在住か通勤・通学している高校生以
上の人
作品規格 1 コマの部［Ｂ4用紙］、4 コマの部［Ａ4用
紙］、それぞれ所定の応募用紙か同等の大きさ・コ
マワリの紙を使用し、各コマの範囲で完結する作品
で応募。セリフの有無、カラー・白黒、使用する画
材は自由。ただし、人を傷つけたり、嫌な思いをさ
せる表現や、著作権を侵害する作品は対象外。
出品点数 各コマの部ごとに、一人 5点まで
出 品 料 無料
応募方法 9 月 8 日（木）までに、一般部門では直接
または郵送で、小・中学生部門では、原則学校ま
たはクラス単位で取りまとめのうえ提出

審 査 員 一次審査：尾道大学美術学科教授ほか
最終審査：《 1 コマの部》かわぐちかいじ

《 4 コマの部》かわぐちきょうじ
賞 【各部門・各部】大賞 1点（副賞：図書カード 1

万円）、優秀賞 1点（副賞：図書カード5,000
円）、奨励賞 5点（副賞：図書カード3,000円）

【全部門・部により】審査員特別賞数点（副賞：記
念品）、佳作賞約100点（副賞：記念品）、入選

■展覧会（入賞発表）
期間 10月 1 日（土）～11月27日（日）
場所 尾道絵のまち館、市内商店街ほか
内容 入賞と入選作品
※都合により、一部変更することがあります。
※入賞作品などを掲載した作品集を制作します。作
品の掲載と印刷の仕様などは主催者に一任された
ものとします。
※展覧会終了後、小･中学生部門では出品のあった
各学校単位に作品を返却します。一般部門では、
返信先を記入し所定の切手を貼付した返信用封筒
提出の人に限り、郵送返却します。
政策企画課協働推進係（10848－25－7435）

マンガ家 かわぐちかいじさん、かわぐちきょうじさんが審査員!!

芝植えや
コスモスの種をまきました
6月11日、「四季をとおして賑わい

のある公園づくり」をめざし、因島ア
メニティ公園でボランティアによる芝
植え作業などを実施しました。

芙美子像であじさいき
6月26日、作家・林芙美子をしのぶ「あじさいき」

があり、コンサートやあじさい献花などが行われまし
た。

新高山～山波道路
が開通
6月26日、新高山～山波

道路等が開通し、式典後、地
域の皆さんによる渡り初めが
行われました。

ゴルフって楽しいね
6月27日、御調中央小学校に尾道出

身のプロゴルファー上平栄道さんが訪問
し、子どもたちへスナッグゴルフの実技
講習などを行いました。ゴルフの楽しさ
を伝えるため、ジャパンゴルフツアー選
手会では、スナッグゴルフ用具一式の寄
贈と小学校訪問を行っています。
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連続テレビ小説「てっぱん」川柳
優秀作品決定

尾道てっぱん推進協議会では、連
続テレビ小説「てっぱん」の放送を
記念して、おのみち川柳会の協力を
いただき、「てっぱん」川柳を募集
しました。
ドラマ「てっぱん」は、舞台であ
る尾道、大阪において笑いと涙の中
に家族の大切さが表現され、多くの
人に感動を与えました。
このドラマをテーマにした川柳を
募集したところ、全国から多くの応
募をいただきました。多くの作品の
中から、優秀作品に選ばれた句を紹
介します。
【尾道市長賞】
「ひまわりが　ファイトファイトと　

灯をともす」
木本朱夏さん（和歌山市）

【尾道市議会議長賞】
「てっぱんと　みんな家族に

なっている」
弘兼秀子さん（大竹市）

【尾道市教育委員会賞】
「ぺちゃんこの　こころにあかり

ありがとう」
菊田みどりさん（大和郡山市）

【尾道商工会議所会頭賞】
「ばあちゃんが　ぴりっと利かす

塩胡椒」
大西町子さん（和歌山市）

【尾道観光協会賞】
「列島を ぬくめるてっぱんが熱い」
藤田　誠さん（倉敷市）
尾道「てっぱん」推進協議会
（政策企画課内　10848－25－7316）

御調町・向島町の計量器使用者の皆さんへ
計量器（はかり）定期検査

御調町・向島町の計量器使用者は、
今年度が定期検査にあたります。
県による「はかり」の定期検査が
実施されます。商店・工場・学校・
保育所・宅配便・病院・薬局など
で、はかりを取引か証明に使用して
いる人は、必ずこの検査を受けてく
ださい。定期検査を受けないで、は
かりを業務用に使用すると、計量法
違反として処罰されることがありま
す。（※家庭用はかりは業務用に使
用できません。）
ただし、県に登録されている計量
士による検査を受け、その旨を県に
届け出たはかりについては、この検
査が免除されます。（代検査制度）
■ＪＡ尾道市旧御調営農センター
実施日時 7 月20日（水）10：30～16：00
■ＪＡ尾道市向島営農センター
実施日時 7 月21日（木）9：00～16：00
※検査には手数料が必要です。
※はかりの汚れをよく落とし、指針
等がふれないようにして持ってき
てください。
広島県産業政策課
（1082－513－3336）
（社）広島県計量協会
（1082－255－7386）
商工課商政係（10848－25－7182）

中退共は退職金づくりを
サポートします

中退共制度（中小企業退職金共済
制度）は、中小企業で働く従業員の
ための外部積立型の国の退職金制度
です。
◎適格退職年金制度からの移行先です。
◎新規加入や掛金月額を増額する場
合、掛金の一部を国が助成します。

◎パートタイマーも加入できます。
※詳しくはホームページをご覧くだ
さい。
尾道商工会議所、尾道しまなみ商
工会、中退共広島退職金相談コー
ナー（1082－240－7151）
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp

7月16日～31日は
全国海難防止強調運動

「海難ゼロへの願い」をスローガ
ンに、体験航海などのイベントを通
して、海難防止思想を広める運動で
す。今年度は「見張りの徹底と船舶
間コミュニケーションの促進」「小
型船の安全対策の徹底」を重点事項
に実施しています。
尾道海上保安部（10848－22－2109）

7月はバスの車内事故防止
キャンペーン

バスの走行中に席を離れると、転
倒など思わぬけがをする場合があり
ます。降りる際は、バスが停留所に
着いて完全に止まってから席を立っ
てください。
また、バスは安全運転をしていま

すが、やむを得ず急ブレーキをかける
場合があります。満席のため立って
利用いただく場合には、吊り革や握
り棒にしっかりつかまってください。
おのみちバス㈱（10848－46－4301）

電波に関する困りごとの相談は

中国総合通信局では、不法電波に
よる混信・妨害の相談やテレビ・ラ
ジオの受信障害など電波に関する困
りごとについて、相談用の電話を開
設しています。
【不法無線局による混信・妨害相談】
1082－222－3332
【テレビ・ラジオ受信障害】
1082－222－3383

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
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国際成人力調査（PIAAC）を
実施します

国際成人力調査（ＰＩＡＡＣ：ピ
アック）は、成人が日常生活や職場
で必要とされる技能（「成人力」）をど
の程度持っているかを調べるＯＥＣ
Ｄ（経済協力開発機構）が進める国際
比較調査です。
文部科学省所轄の研究機関である
国立教育政策研究所が調査実施の責
任機関となり、民間の調査会社に委
託して調査を実施します。
実施期間 8 月～平成24年 1 月
対象 無作為に抽出された16歳～65
歳の個人（選ばれた人には 7月末
以降に文書でお知らせします。）

実施方法 民間の調査会社の調査員
が訪問し、調査実施の日時を調整
します。調査は、対象者の希望に
応じて住宅か近所の会場で調査員
と 1対 1で実施します。
※詳しくはお問い合わせください。
国立教育政策研究所
（103－6733－6939）
http://www.nier.go.jp

市有地を売却します

売却物件

売却価格 3,320,000円
受付期間 7 月11日（月）8：30～22日
（金）17：15まで（土・日・祝日を除く）
受付場所 因島総合支所施設管理課
（郵送・FAXによる申し込みは受
け付けません。）
抽選日時 7 月26日（火）10：00～
抽選場所 因島総合支所 4階401会

議室
※応募等の詳しい内容は、 7月11日
（月）の告示か市のホームページをご
覧いただくか、直接電話でお問い
合わせください。
因島総合支所施設管理課
（10845－26－6202）

市民音楽芸能祭出演者募集

■芸能祭
日程 11月 5 日（土）
種目 舞踊、詩吟、筝曲、尺八、長
唄、小唄、民謡、大正琴、銭太鼓、
郷土芸能、和太鼓等
■音楽祭
日程 11月 6 日（日）
種目 コーラス、吹奏楽、軽音楽、
室内楽等
場所 しまなみ交流館
参加資格 市内在住か通勤・通学し
ており､地域､職場､学校などで舞
踊・民謡・音楽などの活動を行っ
ている個人か団体
※参加無料ですが、出演に要する経
費は自己負担
※出演時間は分野によって異なりま
す。団体の構成人数は自由
申込方法 8 月19日（金）までに、所
定の用紙を提出
尾道市文化協会事務局（文化振
興課内　10848－25－7366）

第30回尾道新人演奏会
出演者募集

郷土の若手音楽家による演奏会の
出演者を募集します。
出演のめやす 大学・短大・専門学
校などの新卒者と来春卒業予定の
新人演奏家など
部門 ピアノ・ヴァイオリン・声楽
などの洋楽、または筝・三弦・尺
八などの邦楽
日時 平成24年 2 月25日（土）

18：30開演予定
場所 しまなみ交流館
申込方法 11月18日（金）までに、所
定の用紙を提出
尾道市文化協会事務局（文化振
興課内　10848－25－7366）

第21回尾道市公民館
生涯学習発表会参加団体募集

開催日 12月10日（土）・11日（日）
場所 出品の部：尾道市民センター
むかいしま（作品展示）、出演の
部：尾道市民センターむかいしま
文化ホール（演技発表）
対象 市内の公民館で活動している
定例主催講座と団体登録グルー
プ・サークル
※参加無料ですが、参加に要する経
費は自己負担
申込方法 8 月17日（水）までに、各
公民館にある申込書を各公民館長
か中央公民館へ提出
中央公民館（10848－44－0683）

銀の道を「飛脚」が走る！
「銀の道飛脚プロジェクト」
参加者募集

世界遺産の島根県「石見銀山」か
ら尾道までの約140㎞、銀が運ばれ
た「銀山街道」を、飛脚の衣装をまと
ったランナーが交代で街道を走り、
東日本大震災の義援金を運ぶプロジェ
クトを開催します。このプロジェク
トで走るランナーを募集します。
日程 8 月20日（土）
場所 市役所本庁北側広場
走行ルート 市役所本庁北側広場→
ロードサイドミュージアムXa104
（三次市）［約50㎞］
対象 中学生以上の健康な人で、7
㎞以上走ることのできること
定員 10人（応募者多数の場合抽選）
応募方法 7 月22日（金）までに、所
定の応募用紙に記入のうえ郵送か
ＦＡＸ・Ｅメールで申込（必着）
※参加条件等、詳しくはお問い合わ
せください。
銀の道飛脚プロジェクト事務局
（棗田

なつめだ

1・50847－43－4798）
http://fuchu-antenna.jp/

第5回平山郁夫美術館賞絵画
コンクール作品募集

募集内容　
●絵日記部門
応募資格 小学生全学年
テーマ 1 年間を通して体験したこ

1

①
場所 因島重井町字本郷沖新開2683番2
地目 宅地 面積 161.92㎡
場所 因島重井町字本郷沖新開2683番5
地目 宅地 面積 54.81㎡
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となどを、文章と絵で表現してく
ださい。画面の中に文章をいれて
ください。
●風景部門
応募資格 小学 4～ 6年生
テーマ 自慢できるふるさとの風景
（場所は自由）
●人物部門
応募資格 未就学児・小学生
テーマ 家族や親しい人の顔
作品規格 各部門とも四つ切りサイ
ズ（38×54㎝）の画用紙。縦横自
由。画材は色鉛筆・水彩絵具・ク
レヨンなど自由
賞 大賞（平山郁夫美術館賞）、優
秀賞、佳作、入選、学校賞、しま
なみ特別賞
応募方法 9 月26日（月）までに、画用
紙の裏面に応募票を貼付のうえ平
山郁夫美術館へ提出
※出品料無料。一人 1部門 1点（複
数の部門への出品は可）
※応募について、詳しくはお問い合
わせください。
平山郁夫美術館（10845－27－3800）

第61回広島県統計グラフ
コンクール作品募集

学校や家庭などの身の回りの出来
事、社会の動きや自然現象などをテ
ーマに、統計グラフで表した「ポス
ター作品」を募集します。
対象 小学生以上
テーマ 自由（ただし、小学 4年生
以下の児童は自ら観察または調査
した結果をグラフにしたもの）
規格 仕上げ寸法　Ｂ2判（72.8㎝×
51.5㎝）
応募期限 9 月 6 日（火）必着
※市役所に提出する場合は 9月 1日
（木）まで　
※応募について、詳しくはお問い合
わせください。
広島県統計課管理・普及グループ

（1082－513－2524）
政策企画課統計係（10848－25－7314）

「広島大学地域連携推進事業」
テーマ提案募集

地域の皆さんが直面する課題の中
で、広島大学の教職員・学生等との

協働によって解決を図りたいテーマ
を提案いただき、広島大学の資金と
教職員や学生の参加により研究活動
や地域連携活動（プロジェクト）を展
開するものです。提案いただいたテ
ーマは平成23年10～11月に学内に公
表し、教職員・学生からプロジェク
トの計画を募集します。詳しくはホ
ームページをご覧いただくか、Ｅメ
ール・ＦＡＸでお問い合わせくださ
い。
応募期限 8 月31日（水）
広島大学社会連携・情報政策室
社会連携グループ
（5082－424－6189）
syakai-soumu@office.hiroshima-u.ac.jp
http://www.hiroshima-u.ac.jp/renkeikikou/chiiki/index.html

平成24年度　尾道大学大学院
（修士課程）学生募集

※募集人員は、社会人および外国人
留学生を含む
事前出願資格審査
7 月22日（金）～ 8月 5日（金）

出願期間 9月1日（木）～12日（月）必着
試 験 日 9月25日（日）
合格発表 9月30日（金）
尾道大学事務局（10848－22－8311）
http://www.onomichi-u.ac.jp/

尾道大学オープンキャンパス

大学の教育方針、入試情報、キャ
ンパスライフ情報など、知りたいこ
とが分かります。
日時 8 月10日（水）9：30～16：00
場所 尾道大学（久山田町1600）
内容
◆経済情報学部　経済情報学科
（説明会 10：00～、模擬講義 11：30～）
◆芸術文化学部　日本文学科
（説明会 10：00～、模擬講義 12：45～）
◆芸術文化学部　美術学科
（説明会 13：00～、作品展示・工
房見学 10：00～）
◆共通　学内見学、相談コーナー、
コンピュータ講座、和本展示
◆尾道白樺美術館［尾道大学］
授業作品見学（10：00～18：00）
※申込不要。当日、直接会場にお越
しください。
尾道大学事務局（10848－22－8311）
http://www.onomichi-u.ac.jp/

東日本大震災復興支援イベント
頑張ろう日本・骨董大会

日本全国から骨董業者が集合し、
貴重品や掘り出し物が多数展示・販
売されます。チャリティーオークシ
ョンも開催。
日時 7 月16日（土）～18日（祝）

9 ：00～16：00
場所 サイクリングポートみなとオ
アシス尾道（県営上屋 2号倉庫）
いろは骨董祭事務局
（柿村　1090－3155－8229）

日時 8 月20日（土）
9：20～12：00（受付 9：00～）

場所 向島公民館（尾道市民セン
ターむかいしま内）

対象 市内の公民館こども囲碁教
室・放課後子ども教室・学校囲
碁クラブ・囲碁を習ったことが
ある小・中・高校生
●クラス別競技大会○
競技内容 個人戦 19路盤・13路盤

棋力に応じた競技方法
申込方法 8 月 5 日（金）までに、
各公民館・放課後子ども教室に
ある申込書を提出
中央公民館（10848－44－0683）

研究科・専攻
募集
人員

経済情報研究科経済情報専攻 8人

日本文学研究科日本文学専攻 6人
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7月の第3月曜は「海の日」です

■海の図画・ポスター展
期間 開催中、 7月26日（火）まで
場所 尾道ポートターミナル
■尾道海洋少年団市内パレード
日時 7 月18日（祝）11：00～
場所 尾道本通り商店街
■小児運賃無料運航
期間 7 月16日（土）～18日（祝）
内容 尾道～瀬戸田航路について保
護者同伴の場合、小児運賃が 2人
まで無料
※その他、海の日式典や海浜清掃な
どが行われます。
尾道海の日協会事務局
（10848－23－5235）

稚魚の放流体験・海辺の生物
観察会・遠泳大会

■稚魚の放流体験
日時 7 月29日（金）11：00～12：00

（荒天中止）
場所 瀬戸田サンセットビーチ
内容 稚魚（ヒラメ）の放流体験
対象 小学 1年生以上
■海辺の生物観察会
日時 7 月29日（金）13：00～17：00

（荒天中止）
場所 瀬戸田町高根島海岸
内容 押し網体験、海辺の生物の説明
対象 小学 1年生以上
■しまなみ瀬戸田遠泳大会
日時 7 月31日（日）9：30～15：00

（荒天中止）
場所 瀬戸田町B&G海洋センター、

瀬戸田サンセットビーチ
内容 遠泳体験（生口島～佐木島約

1㎞）、海洋スポーツ体験（カ
ヌー・バナナボート等）

対象 小学 3年生以上
参加費 一人2,000円

（保険料・昼食代含む）
瀬戸田生口地区子ども会
（1090－1015－5742）

第5回尾道文学談話会

室町末期～江戸初期頃に書かれた
「鼠の草子絵巻」を読み解きながら、
当時の人々の食生活の一端や言語に
ついて考え、味わってみたいと思い
ます。資料として影印本のコピーを
用意します。
日時 8 月 4 日（木）18：30～20：00
場所 尾道白樺美術館［尾道大学］
講師 村田正英

（尾道大学芸術文化学部教授）
定員 15人
申込期限 8 月 1 日（月）
尾道白樺美術館［尾道大学］

（10848－20－7831／火・水曜休館）

消費生活講座

携帯電話やパソコンを利用した
「ネット」の利用は、子どもたちの
生活に溶け込んでいます。その中に
は、トラブルに巻き込まれる例も少
なくありません。保護者や身の回り
にいる人が見守ることが必要です。
ネットの内容やトラブルの対処方法
について考えます。
日時 7 月29日（金）19：00～20：20
場所 公会堂別館 3階31号室
テーマ 親も知って安心、子どもた
ちを取り巻く今時のネット・携帯
電話サービスとトラブル対処法
講師 原田由里さん（一般社団法人

ECネットワーク理事）
商工課（10848－25－7182）

おのみち文学の館「文学記念室」
麻生路郎特別展示

期間 開催中、 8月15日（月）まで
時間 9：00～18：00（入館は17：30まで）
内容 麻生路郎（川柳六大家の一人）
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）

第63回広島県美術展尾道巡回展

期間 8 月10日（水）～14日（日）
時間 9：00～17：00（入館は16：30まで）
場所 御調文化会館
内容 絵画系・彫塑系・工芸系・書

系・写真系・デザイン系の入賞作
品と尾道市関係の入選作品を展示
文化振興課（10848－25－7366）
御調文化会館（10848－76－2111）

銀遊会水彩画展

風景画、静物画などさまざまな絵
を展示します。みずみずしい透明感溢
れる水彩画の魅力をご堪能ください。
前期 7 月20日（水）～29日（金）
後期 8 月 2 日（火）～19日（金）
時間 8：30～17：15

（土・日曜を除く）
場所 尾道市人権文化センター
尾道市人権文化センター
（10848－37－2631）

平山郁夫美術館の催し

■美術館セミナー「日本画を知ろう（仮）」
日時 7 月25日（月）19：00～20：00
講師 成瀬智美（学芸員）
参加費 1,000円（入館料含・飲物付）
■夏休みこども模写教室「展示作品
をそっくりに描いてみよう」
日時 8 月 6 日（土）・7日（日）

10：00～15：30
講師 成瀬智美（学芸員）
対象 小学生（保護者同伴）
申込期限 7 月31日（日）
■館長ギャラリートーク
期間 特別展等会期中の第 2・第 4日曜
時間 13：30～（予定）
講師 平山助成（館長）
※都合により、曜日等が急遽変更と
なる場合があります。
平山郁夫美術館（10845－27－3800）

平成24年度から使用する
中学校教科用図書展示会

教育委員会は、平成24年度からの
4 年間、市立中学校の生徒が使用す
る教科用図書として、最も適したも
のを採択するための選定作業を進め
ています。
次の場所で中学校教科用図書のす
べての見本を展示しています。会場
にはアンケートを用意していますの
で、来場のうえ、皆さんのご意見を
お聞かせください。
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●中央図書館
期間 開催中、 7月16日（土）まで
時間 10：00～19：00
●因島図書館
期間 開催中、 7月16日（土）まで
時間 10：00～18：00
●向島子ども図書館「わくわく」
期間 7 月17日（日）～30日（土）
時間 10：00～18：00
●みつぎ子ども図書館「すくすく」
期間 7 月17日（日）～30日（土）
時間 9：00～19：00
●瀬戸田図書館
期間 7 月17日（日）～30日（土）
時間 10：00～18：00
※場所により休館日が異なりますの
で、ホームページ等でご確認くだ
さい。
教育指導課確かな学力育成係
（10848－20－7455）

中央図書館の催し

■リサイクル市
保存期間が経過した雑誌や図書等の
リサイクル市を開催します。（一人雑
誌 5冊・図書など合わせて10点まで）
期間 7 月30日（土）～31日（日）

無くなり次第終了
■大人のための朗読会
日時 7 月30日（土）14：00～15：00
内容 四季抄「風の旅」より、「江
戸風狂伝」より伊達くらべ

語り手 しまなみ朗読会「わすれな草」
対象 中学生以上
■子ども1日図書館員募集
日時 7 月23日（土）9：30～15：00
内容 図書館見学、受付業務の体
験、ポップカードつくりなど
対象 市内在住の小学 5・6年生
定員 先着 5人

（昨年度の参加者を除く）
申込方法 「①名前②住所③学校名
④学年⑤電話番号」を窓口か電話
で申込
中央図書館（10848－37－4946）

向島子ども図書館の催し

■大人のための朗読会
日時 7 月30日（土）10：30～11：30
場所 尾道市民センターむかいしま 2階
※内容・語り手・対象は中央図書館と同様

■1日図書館員募集
日時 8 月 6 日（土）・7日（日）

10：00～15：00
内容 受付業務、配架、書架整理、
ポップづくり等の体験
対象 市内在住の小学 5・ 6年生
定員 各日先着 3人
申込方法 「名前、住所、学校名、学
年、電話番号」を窓口か電話で申込

■リサイクル教室「エコバッグをつ
くろう！」
日時 8 月18日（木）13：30～16：00
内容 新聞紙を使ってエコバッグを
作る
講師 瀬戸田エコサークル
対象 小学生～大人（低学年は保護
者同伴、先着20組）
持参物 新聞紙 1日分、工作用ボン
ド、洗濯ばさみ 4個、ものさし、
はさみ、小瓶（折り目用）
申込方法 「名前、年齢（学年）、電
話番号」を窓口か電話で申込
向島子ども図書館
（10848－44－0114）

因島図書館夏まつり

日時 8 月 7 日（日）13：30～15：30
■児童雑誌リサイクル
保存期限の過ぎた（平成19年分）児
童雑誌・付録を無料で持ち帰ること
ができます。（一人各 1点まで）
時間 13：30～無くなり次第終了
■ライブ in 図書館
時間 14：00～14：20
内容 幼児・児童向けの曲の弦楽四重奏
演奏 風奏詩（かざかなうた）
曲目 「きらきら星」「われは海の子」
「うみ」「ゆりかごのうた」など
■大きい絵本の読み聞かせとわくわ
くコンサート
時間 14：30～15：30
場所 芸予文化情報センター多目的ホール
絵本 おまえうまそうだな
演奏 駄菓子やジャグバンド
内容 ギター、ウクレレ、ウォッシ
ュボード、バケツベースなど身近
な楽器や道具で演奏
曲目 「さんぽ」「崖の上のポニョ」「夢
をかなえてドラえもん」など約20曲

対象 幼児～大人
※参加型コンサートです。軽装でお
越しください。
因島図書館（10845－22－8660）

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

夏休み読書感想文講座
内容 本の紹介と読書感想文の書
き方のコツを分かりやすく説明。
8月 7日（日）・9日（火）・19日（金）
は各図書館で個別相談を実施
講師 道浦百合さん（学校図書館
支援センター支援スタッフ）
■みつぎ子ども図書館
日時 7 月23日（土）
9：30～10：15 小学 1・ 2年生
10：30～11：15 小学 3・ 4年生
11：30～12：15 小学 5・ 6年生
日時 8 月 7 日（日）
14：00～17：00 全学年
みつぎ子ども図書館
（10848－76－3111）
■中央図書館
日時 7 月24日（日）
10：05～10：50 小学 1・ 2年生
11：00～11：45 小学 3・ 4年生
12：30～13：15 小学 5・ 6年生

日時 8 月 9 日（火）
13：00～17：00 全学年
中央図書館（10848－37－4946）
■向島子ども図書館
日時 7 月27日（水）
14：00～14：45 小学 1・ 2年生
15：00～15：45 小学 3・ 4年生
日時 7 月28日（木）
14：00～14：45 小学 5・ 6年生
15：00～15：45 中学生
日時 8 月19日（金）
10：00～17：00 全学年
向島子ども図書館
（10848－44－0114）


