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今月の表紙
「第36回全国
中学校ソフト
ボール大会」
が、
8 月18日〜21
日に愛媛県で行
われ、
御調中学校ソフトボール部が見事初
優勝しました。
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瀬戸田町夏まつり
8月16日、リニューアルした瀬
戸田サンセットビーチで、第36回
瀬戸田町夏まつりが行われまし
た。当日は悪天候にも関わらず多
くの人で賑わい、祭りの最後に花
火が打ち上げられると会場から
は大きな歓声が上がっていまし
た。

2年に一度の吉和太鼓おどりが
披露されました
8月18日、広島県無形民俗文化
財に指定されている吉和太鼓お
どりの練り歩きがありました。保
存会のメンバーや子どもたちが
参加し、吉和漁協から浄土寺まで
を太鼓や鐘を鳴らしながら踊り
ました。

向島中央小学校
英語でコミュニケーション
8月23日、向島中央小学校で、
「放課後子ども教室」と「放課後児
童クラブ」の合同行事を開催しま
した。広島大学学生ボランティア
（メイプルみっつ）の指導のもと、
ゲームなど遊びを通した英会話
を楽しみました。

尾道市職員採用候補者試験（募集）
平成 27 年 4 月採用予定の市職員採用候補者試験を次のとおり実施します。
多様な行政ニーズに対応していくために、引き続き
「人物重視」
の採用候補者試験を実施します。
公務員試験対策用の勉強は不要です。
高い意欲と能力をもった人を求めています。
＜変更点＞
●技術職（土木・建築・電気）
について、受験資格を統一し
「昭和 56 年 4 月 2日以降に生まれた人」
としました。
試験職種
A .上級事務
B .上級技術（土木）
C .上級技術（建築）
D .上級技術（電気）
E .初級事務

採用予定人員
5 人程度
4 人程度
2 人程度
2 人程度
1 人程度

F .幼稚園教諭・保育士

3 人程度

G.消防

4 人程度

受験資格
昭和62年4月2日から平成5年4月1日までに生まれた人
昭和56年4月2日以降に生まれた人
昭和56年4月2日以降に生まれた人
昭和56年4月2日以降に生まれた人
平成5年4月2日から平成9年4月1日までに生まれた人
次のいずれにも該当する人
⑴ 昭和62年4月2日以降に生まれた人
⑵ 教育職員免許法による幼稚園教諭免許を有する人または平成27年3月31日までに免許取得見込みの人
⑶ 児童福祉法施行令による保育士の登録をした人または平成27年3月31日までに登録見込みの人
次のいずれにも該当する人
⑴ 平成元年4月2日から平成9年4月1日までに生まれた人
⑵ 尾道市に住居を有する人、または概ね1時間以内に尾道市消防局管内の最寄りの消防署
所に到着できる地域内に居住できる人
⑶消防業務に必要な体力を有する人

●「総合的選考（一能に秀でた人等）」による加点措置制度を取り入れています。

【受付期間】9 月24日㈬までの 8：30〜17：15（土・日・祝日を除く）
※郵送の場合も含め、受付締切日（ 9 月24日）17：15までに必着。
【試験日】第一次試験…10月19日㈰／場所：尾道市立大学 ※第二次試験は11月中旬、最終試験は12月上旬を予定しています。
【試験案内・申込書等の請求方法】受験に際しては、所定の申込書等が必要です。
市役所職員課（ 4 階）
・総合案内、各支所など市機関の窓口で配布しています。
（ 8：30〜17：15／土・日・祝日を除く）
送付用封筒の表に「（職種名）採用候補者試験用紙請求」と朱書し、裏に請求者の「郵便番号、住所、名前」
を明記のうえ、書類送付に係る郵送料として140円切手を貼った「宛先、郵便番号明記の返信用封筒（角
郵送で請求する場合
形 2 号：縦33.2㎝×横24㎝）」を同封して請求してください。
【用紙請求先】〒722-8501 尾道市久保一丁目15-1 尾道市総務部職員課内 尾道市試験委員会
インターネットの場合 市のホームページにPDF形式で作成した試験案内・申込書等を掲載していますので、ダウンロードしてください。
直接受け取る場合

●詳しくは「平成27年度採用 尾道市職員採用候補者試験案内」か市ホームページでご確認ください。
申■
問 職員課
HP http://www.city.onomichi.hiroshima.jp
■
（☎0848 - 38 - 9342）■

公立大学法人尾道市立大学職員採用候補者試験（募集）
尾道市が設立した公立大学法人尾道市立大学の平成27年4月採用予定の職員採用候補者試験を次のとおり実施します。同試
験による採用者は地方公務員ではありません。また、第一次試験を同日に実施する尾道市職員採用候補者試験と重複して申し込
むことはできません。
試験職種

採用予定人員

大学事務

3 人程度

受験資格
昭和30年4月2日以降に生まれた人で、大学（短期大学は含みません。）を卒業した人または平成27年3月までに卒
業見込みの人

●「総合的選考（一能に秀でた人等）」による加点措置制度を取り入れています。

【受付期間】9 月26日㈮までの 8：30〜17：15（土・日・祝日を除く）
※郵送の場合も含め、受付締切日（ 9 月26日）17：15までに必着。
【試験日】第一次試験…10月19日㈰／場所：尾道市立大学 ※第二次試験は11月下旬、最終試験は12月中旬を予定しています。
【試験案内・申込書等の請求方法】受験に際しては、所定の申込書等が必要です。
尾道市立大学事務局総務課、市役所職員課（ 4 階）
・総合案内で配布しています。
（ 8：30〜17：15／土・日・祝日を除く）
送付用封筒の表に「採用候補者試験用紙請求」と朱書し、裏に請求者の「郵便番号、住所、名前」を明記の
うえ、書類送付に係る郵送料として140円切手を貼った「宛先、郵便番号明記の返信用封筒（角形 2 号：縦
郵送で請求する場合
33.2㎝×横24㎝）」を同封して請求してください。
【用紙請求先】〒722-8506 尾道市久山田町1600-2 尾道市立大学事務局総務課
インターネットの場合 尾道市立大学ホームページに試験案内・申込書等を掲載していますので、ダウンロードしてください。
直接受け取る場合

●詳しくは「平成27年度採用 公立大学法人尾道市立大学職員採用候補者試験案内」か尾道市立大学ホームページで
ご確認ください。
申■
問 尾道市立大学事務局総務課
HP http://www.onomichi-u.ac.jp
■
（☎0848 - 22 - 8311）■
広報おのみち・平成26年9月
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尾道の

市政情報番組に注目

今回は認知症をテーマにした番組の
制作現場を取材しました。
尾道ケーブルテレビは、しまなみ交流館にスタジオがあり、地元に
密着したニュース、地域の話題などを届けています。

演者は
今回の出 さん
皆
コチラの

市では尾道ケーブルテレビとエフエムおのみちで、市政
情報番組を配信しています。
市の政策やイベント、各種お知らせなど市民生活に関わる
情報をお届けしています。今回は、どのように番組が制作さ
れているか舞台裏を紹介します。
問 秘書広報課 ☎0848-38-9377
■

ピックアップ情報おのみち

尾道ケーブルテレビ
（デジタル 11チャンネル）
70120-59-0050

1日
8月20〜
9：3
打ち合わせ
アナウンサーや
出演者と原稿の読
み合わせを行い、時
間を計ります。

こんにちは！
尾道市認知症キャラバン
メイト連絡会です。

1日
8月200〜
：
0
1
2日

収録スタート
実際に収録を開始
します。大きなカメ
ラ…緊張しますね。

8月2

編集作業
音声に合わせて
画面にテロップや
画像等を入れてい
きます。

同時に別室の
モニターで確認

1日〜

7日

8月2

9月1

放映開始
約10日間放映し
ます。市ホームペー
ジからも視聴可能
です。

最終チェック
秘書広報課と担
当課で、できあがっ
た番組に間違いが
ないか確認します。

お疲れ様でした！

市政情報番組担当者に聞く
！
いつも大切にしているのは、視聴者の立場に立って番組をお届けする
ことです。どんな内容でも、原稿をいただいた時点で入念な下調べをし
て、
「ちょっと分りにくいな」と思った部分は、ゆっくりと丁寧に話して伝
えるよう心掛けています。
そして、やはり笑顔も大切です！皆さんに元気もお伝えできるように、
笑顔を絶やさず収録に臨んでいます。

フリーアナウンサー
米田依代さん
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出演者は「こういう風に発信したい」といった思いを持っておられますので、
あらかじめ用意いただいた原稿が番組時間をオーバーすることが度々ありま
す。その場合、重複している部分や長めの言い回しなどを割愛して内容の調整
をしますが、できる限り出演者の思いが損なわれないように心掛けています。
また、当然ながら番組収録自体に慣れていない人がほとんどなので、和や
かでスピーディな収録ができるように取り組んでいます。

尾道ケーブルテレビ㈱
制作課
主任 井上雄晶さん

インフォメーション尾道
尾道エフエム放送（周波数 79.4MHz）
☎0848-20-0794

1日
8月200〜
11：

出演者と収録スタジオへ
エフエムおのみちの生
放送の合間にスタジオで
収録します。

本通り中央商店街にスタジオがあるエフエムおのみち。放送エリアは市内約95%（人
口比）をカバーしています。周波数は79.4MHzで、24時間放送しています。

1日
8月230〜
11：

8月2

収録スタート！
リラックスした雰囲気の
中、落ち着いてゆっくり話し
てもらいます。

編集作業のあと、放送
リスナー（聴取者）が聴き
やすいよう調整・編集し、放
送します。

2日

Q 私の家はケーブルテレビ視聴可能エリア外なのですが…

Q エフエムおのみちの電波が弱い場所でも聴

「ピックアップ情報おのみち」は好きな時間に市ホームページからも
見ることができます。

A

・市トップページ＞市政情報＞広報・広聴［市政情報番組］＞
市政テレビ「ピックアップ情報おのみち」動画配信

きたい！

A パソコン等でもエフエムおのみちを聴くこ
とができます。
エフエムおのみちではサイマル配信（同時
並行配信）をしています。
エフエムおのみち

尾道市

◇エフエムおのみちのホームページ左
上の「インターネットで放送を聞く」
をクリック。

◇今回取材した内容の放映・放送予定日は以下のとおりです。
「認知症について〜地域の見守り編〜」
・ピックアップ情報おのみち（尾道ケーブルテレビ）
9月11日㈭〜20日㈯
・インフォメーション尾道（尾道エフエム放送）
9月14日㈰〜20日㈯
番組放送時間

月〜金曜

ピックアップ情報おのみち
市政情報番組（8 分）
インフォメーション尾道
市政情報ラジオ番組（7 分）
おのみちライフ
生活情報ラジオ番組（5 分）

土曜

日曜

6 ：50〜、8 ：50〜
12：50〜、18：35〜
20：50〜、23：20〜

6 ：50〜、8 ：50〜
12：50〜、18：35〜
23：35〜

9 ：35〜、13：35〜
18：35〜、23：35〜

7 ：50〜、11：15〜
18：50〜

9 ：50〜、19：00〜

9 ：50〜、18：00〜

10：00〜、13：00〜

7 ：55〜、13：55〜

7 ：55〜、9 ：45〜

※放送時間・内容等は都合により変更の可能性があります。

地域の皆さんに、
どんなことを伝えますか？
インフォメーション尾道では、毎回ゲストを迎え、市の行政情報や尾道で開催
されるイベント情報などを週替わりで放送しています。
番組の制作で一番気を付けるのは「分かりやすさ」です。ラジオは音声だけで
伝えなければいけないので、言葉の表現を工夫しています。
これからも爽やかな明るい声で番組をお届けしていきます。是非お聴きくださいね。

尾道エフエム放送
パーソナリティー
河上典子さん

市政情報番組では、市からのお知らせを中心にお届けしています。他にも市民
の皆さんが関心を持っていることをどんどん発信していきたいと思っています。
今回は、高齢化が進む尾道でも関心の度合いが高い認知症をテーマに 3 回
シリーズの番組を制作しました。
このように市民の皆さんにも一緒に考えていただけるような話題や情報
を探し、番組を作っています。
私たちの思いが詰まった市政情報番組をこれからもよろしくお願いします。

［担当］秘書広報課
主事 倉田知沙

広報おのみち・平成26年9月
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