相談
内

容

日
時
①10月 6 日㈪13：00〜15：00
弁護士相談［要予約］
（法律相談全般） ②10月17日㈮13：00〜15：00
※相談時間は15分※受付は 9 月17日㈬から
10月 9 日㈭13：00〜16：00
10月14日㈫13：00〜16：00
司法書士相談
［要予約］
10月15日㈬13：00〜16：00
（土地・建物の登記ほか）
10月16日㈭13：00〜16：00
※相談時間は30分
10月20日㈪13：00〜16：00
10月 2 日㈭13：00〜16：00
10月10日㈮13：00〜16：00
行政相談
（国等に対する意見ほか。行政相談委員が対応） 10月14日㈫13：00〜16：00
10月14日㈫13：00〜16：00
10月 8 日㈬10：00〜16：00
弁護士法律相談
［要予約］
10月22日㈬10：00〜16：00
※利用には収入などの条件あり※相談日の1週間前の10：00から予約受付

司法書士一日無料法律相談会

（不動産登記・商業登記・訴訟・遺言・成年後見ほか）

■料金表示のないものは参加無料です︒ ☎電話

法の日週間
「無料法律相談室」

（金銭・土地建物・登記・夫婦親子・相続・交通事故など）

無料調停相談会

（夫婦関係・相続・土地建物・借入債務・交通事故など）

東部地域県民相談室

（離婚・相続・借金・近隣トラブルほか)

行政書士広報月間一日無料相談会 10月25日㈯10：00〜16：00

（差別や近隣とのもめごとなどの人
権問題ほか。
人権擁護委員が対応）

青少年相談室 ※来所・訪問相談可
（子どもの非行・学業・感情・家庭・いじめ）

10月 8 日㈬13：00〜16：00
10月14日㈫13：00〜16：00
10月20日㈪13：00〜16：00
10月27日㈪13：00〜16：00
10月28日㈫13：00〜16：00

■ファクス

月〜金曜
（祝日を除く）
9：00〜15：30
火・水・木曜 10：00〜15：30
年金相談（公的年金制度全般）
［要予約］
月曜 10：00〜15：30
※予約締切時間は、
希望日の2日前
（土・日・
祝日を除く）
の12：00まで
金曜 10：00〜15：30
9 ：00〜12：00、
13：00〜17：00
消費生活相談
（電話相談可）
（土・日・祝日を除く）
一日若者しごと館
［要予約］ 9 月18日㈭・10月 2 日㈭・16日㈭
（就職等に悩みを持つ若者向け相談。職業適性診断など） 12：30〜16：30
9 月18日㈭・10月 2 日㈭・16日㈭
尾道しごと館（夜間相談）
［要予約］ 18：00〜19：50
（就職・転職等に悩みを持つ人の相談。職業適性診断など） 9 月16日㈫・10月14日㈫
16：30〜19：20
因島一日職業相談会
9 月17日㈬・10月15日㈬10：00〜15：00
就職支援セミナー
月3回
（お問い合わせください。
）
（応募書類作成・面接対策・実践コースなど） 月 1 回
（お問い合わせください。
）

FAX

就職相談

電子メール

e
■

ホームページ

HP
■

所

申込・問い合わせ先

尾道市役所
因島総合支所
向島支所
因島総合支所
瀬戸田支所
尾道市役所
因島総合支所
瀬戸田支所
尾道市役所
みつぎいこい会館
広島地方裁判所尾道支部内
（新浜一丁目）

秘書広報課
☎0848-38-9395

広島弁護士会尾道地区会
☎0848-22-4237
広島司法書士会尾道支部
10月 4 日㈯10：00〜15：00
公会堂別館
☎0848-63-2836
10月 8 日㈬10：00〜15：00
広島地方検察庁尾道支部
（受付 9 ：30〜14：30）
☎0848-23-3529
しまなみ交流館
尾道家事調停協会
10月30日㈭10：00〜15：00
☎0848-22-3778
広島県尾道庁舎1階 東部地域県民相談室尾道支所
月曜 9 ：15〜12：00
（古浜町）
13：00〜16：00（祝日を除く）
☎0848-25-2011
（※1）

（遺言・相続・農地・許認可ほか）

人権相談

場

総合福祉センター
因島総合支所
みつぎいこい会館
向島支所
尾道市役所
瀬戸田支所
青少年センター
（旧筒湯小学校内）
公会堂別館
（※2）
因島総合支所
（※3）
向島支所

尾道市役所分庁舎

因島総合支所
ハローワーク尾道
因島市民会館

広島県行政書士会尾道支部
☎0848-29-6514
広島法務局尾道支局
☎0848-23-2882
青少年センター
☎0848-37-9459
三原年金事務所
☎0848-63-4111
尾道市消費生活センター
☎0848-37-4848
商工課
☎0848-38-9183
因島しまおこし課
☎0845-26-6212
ハローワーク尾道
☎0848-23-8609

※1 東部地域県民相談室については、月曜以外の平日は広島県生活センター（☎082-223-8811）でも相談できます。
※2 祝日のため9月23日分は、9月26日㈮に開催します。※3 祝日のため9月15日分は、9月16日㈫に、10月13日分は、10月14日㈫に開催します。
申■
問 社会福祉協議会
◆総合福祉センターにおいても、各種相談を行っています。申 ■
（☎0848-22-8385）

申込先

申
■

問い合わせ先

問
■
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ひとり親家庭・寡婦の「総合相談会」と広島弁護士会尾道地区会「法律相談会」
①総合相談会 ひとり親家庭をとりまく困りごとに専門の相談員
が対応（※離婚前の相談も可能）
②法律相談会 民事・家事に関する法律相談に弁護士が対応
日時 10月 4 日㈯ 10：00〜15：00（12：00〜13：00を除く）
場所 総合福祉センター 相談時間 一人50分
対象 ①ひとり親家庭、寡婦②市内在住者
定員 ① 4 人② 8 人（いずれも要申込）※託児有り。
申■
問 広島県母子家庭等就業・自立支援センター
■
（☎082 - 249 - 7149／ 9：00〜17：00）

国際交流コーナー

☎0845

許雲雅（シュ ユン ヤー） 台湾出身

平成26年

363

2

433

昨

337

1

424

年

※詳しくは、市ホームページに掲載しています。

尾道市役所
因島総合支所
御調支所
向島支所
瀬戸田支所
百島支所

0848-38-9111
0845-22-1311
0848-76-2111
0848-44-0110
0845-27-2211
0848-73-2701

浦崎支所
消 防 局
水 道 局
尾道市立市民病院
公立みつぎ総合病院

0848-73-2001
0848-55-0119
0848-37-8700
0848-47-1155
0848-76-1111

情報アラカルト

負傷者

芸術・文化

死者

スポーツ

件数

子育て

平成26年広島県交通安全年間スローガン
ゆずりあい そのやさしさも おもてなし

住民基本台帳人口[8月29日現在]

世帯 64,472世帯
人口 143,841人（男68,869人、女74,972人）

代表電話

介護保険料
後期高齢者医療保険料

市内の交通事故
（8月29日現在）

健康・福祉

今月の納税等
今月の納税等

ています。春の桜、夏の花火大会、秋の紅葉、
冬の真っ白
27-3800
な雪景色を楽しみました。特に冬の降雪や主人の同僚
とスキーに行ったのは台湾では経験できないことでし
た。数十の「百大名城」を見学し、各地方の生活や郷土料
理を体験しました。素晴らしい日本に生活できること
は非常に幸運で幸せでした。
この間、郵便局に郵便物を出しに行った際、日本語でう
まく伝えられなくても、郵便局の人が親切にしてくれまし
た。その後、家に帰ってから書類を郵便局に忘れた事に気
が付きました。が、翌日、郵便局から忘れた書類が届きまし
た。その中に読み方を書いてくれたメモがあり、この国は
非常に親切だと感じました。
初めて会った沢山の日本の人が、私が台湾出身だと分かる
と、東日本大震災への台湾からの応援に対して感謝の言葉を
言ってくれました。私は台湾人としてちょっと誇りでした。
日本の生活では、日本人の親切さや台湾への誇り、他
にも様々ことを勉強し、色々
な助けをいただき、沢山の希
望を与えてもらいました。こ
の希望の種を台湾に持ち帰っ
て、今度は私が皆に与えてい
きます。

くらしの窓

「あぁ〜ここは台湾の故郷とそっくり！」
… 2 年前、駅を出ると正面はすぐ海で潮の
匂いがしました。後ろには山があり、なんだ
か懐かしい気がする町「尾道」。それは私が
日本生活で初めて読めた町の名前でした。
最初は聞こえてくる言葉が全然分からな
いし、自分の思いも伝えられなくて非常に大変でした。市
役所の紹介で「おのみち日本語教室」に参加しました。その
後「松永日本語教室」、
「福山日本語教室」、小学生と同じ教
室で勉強する学習塾にも通って日本語を勉強しました。
ボランティアの人が教えてくれる日本語教室では日
本語以外も勉強になりました。一番はお正月、とんど祭
り、ひな祭り、端午など祭日の由来と文化です。日本語教
室では時々イベントをします。そこで同じく海外から来
た人々と知り合い、コミュニケーションから世界各地の
文化を知り、知識も身につけました。また、教室や先生の
家で沢山の日本料理の作り方と台湾にない野菜を勉強
しました。この全ては私の大切な学習と体験でした。
約 2 年間の日本生活で、休日にはよく主人と出かけ

固 定
資 産 税
固定資産税
都市計画税
都 市
計 画 税
国民健康保険料
軽 自 動 車 税

国の行政機関、独立行政法人などの情報
公開や個人情報保護に関する制度の仕組
みなどについて、案内や情報提供を行って
います。
場所 広島市中区上八丁堀 6 -30
（総務省中国四国管区行政評価局内）
問 情報公開・個人情報保護総合案内所
■
（☎082 - 502 - 0271）

このコーナーは、国際交流に関するイベントや留学生等による文化
の紹介・体験などを掲載します。
問 尾道市国際交流推進協議会事務局
■
（秘書広報課内 ☎0848-38-9395）

希望の種

納期限＝ 9
9/30㈫
納期限＝12/2㈪
納期限＝2/28㈮
納期限＝
/1㈪

情報公開・個人情報保護総合案内所
̶気軽にお問い合わせください̶

相

談
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FAX 0848-37-8937】
尾道市役所 〒722-8501 広島県尾道市久保一丁目15-1 ☎0848-38-9111（代表） 【市民の意見箱／■
HP http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/
FAX 0848-38-9294）
■
編集・発行：総務部秘書広報課（☎0848-38-9377 ■
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発行日：9月10日

