四次元プロジェクト
11月22日㈯〜平成27年1月12日㈷
招待券を切り取り、市立美術館で提出い
ただくと、一 人 1 回入館無料となります。

︿キリトリ線﹀

尾道市立美術館

尾道市立図書館5館の臨時休館
のお知らせ

広報おのみち・平成26年11月
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談

①11月23日㈷
②12月 6 日㈯
場所 ①御調文化会館
②瀬戸田ベル・カントホール
【共通事項】
上映時間 10：30〜、13：30〜、16：00〜
料金 【前売券】1,100円（しまなみ交流館、

相

日程

おのみち文学三昧は、文学の魅力を
堪能する催し物です。尾道市立大学日
本文学会と公開講演会の2部構成です。
日時 12月 6 日㈯ 12：00〜17：00
場所 しまなみ交流館2階大ホール
■第1部 尾道市立大学日本文学
会大会[12：00〜14：10]
研究発表 日本文学科 3 年生、大学院
生、日本文学科教員、藤本真理子（尾道
市立大学芸術文化学部講師）
【 演題：
「そこはどこ−指示について−」】他

日時 11月23日㈷ 14：00
場所 しまなみ交流館ホール
内容 「戴冠ミサ」
（モーツァルト）、
「春の海」
・
「白鳥」
（ ゲスト演奏）、
「ディズニー合唱曲集」ほか
入場料 1,000円
※35回のお祝いとして、公募の団友
を含む70人の大合唱を行います。
ヴァイオリン・ハープのゲストや
楽しいステージがあります。
チケット販売 団員、尾道駅前バス
センター
問 事務局
■
（小川☎0848 - 37 - 3216）

情報アラカルト

しまなみ映画上映会
『柘榴坂の仇討』

第6回おのみち文学三昧

尾道市民合唱団
第35回定期演奏会

芸術・文化

11月23日㈷
13：30〜15：30
場所 市民センター
むかいしま文化ホール
問 しまなみ交流館
■
（☎0848 - 25 - 4073）

12月13日㈯・14日㈰
10：00〜16：00
場所 市民センターむかいしま
■出品の部（作品展示）
内容 絵画、書、水墨画、手芸、絵手
紙など44団体が出品
■出演の部（演技発表）
内容 舞踊、歌謡、民謡、銭太鼓、各
種ダンス、詩吟、大正琴など63団
体が出演
問 中央公民館
■
（☎0848 - 44 - 0683）

スポーツ

日時

日時 12月 4 日㈭ 18：30〜20：00
場所 尾道市立大学美術館
講師 藤沢 毅
（尾道市立大学芸術文化学部教授）
定員 20人 申込期限 12月1日㈪
申■
問 尾道市立大学美術館
■
（☎0848 - 20 - 7831／火・水曜休館）

日時

子育て

音楽のまちづくり
第5回親子のためのゆかいなコンサート

第9回尾道文学談話会
「真田幸村のはなし」

第24回尾道市公民館
生涯学習発表会

健康・福祉

（ボーカル・ギター）
槇奥慎一郎さん（ギター・コーラス）
福冨秀幸さん（カホン）
問 しまなみ交流館
■
（☎0848 - 25 - 4073）

■第2部 公開講演会─ことばと
芸能─[15：00〜17：00]
講師 寺杣雅人（尾道市立大学芸術
文化学部教授）
【 演題：
「本文から
みた志賀直哉の文学」】
旭堂南海さん（講談師）
【演題：
「大
坂の陣〜幸村VS家康〜」】
定員 400人
※駐車場はありません。第2部からでも参加可。
問 尾道市立大学芸術文化学部日本
■
文学科（☎0848 - 22 - 8311㈹）
HP http：//www.onomichi-u.ac.jp/
■

くらしの窓

御調文化会館、瀬戸田ベル・カントホール）
【当日券】大人1,800円、大学・専門学
生1,500円、高校生以下1,000円、シ
ニア（60歳以上）1,100円
電源設備改修に伴い、図書館シス
問 しまなみ交流館
■
（☎0848 - 25 - 4073）
テムを停止するため、11月29日㈯は
- 27 - 1878）
瀬戸田市民会館
（☎0845
中央図書館、みつぎ子ども図書館、
因島図書館、瀬戸田図書館、向島子
御調地区文化祭2014
ども図書館の 5 館すべて臨時休館
します。利用者の皆さんにはご不便
■御調の美展2014
をおかけしますが、ご理解のほどよ
期間 11月29日㈯・30日㈰
ろしくお願いします。
問 中央図書館
■
（☎0848 - 37 - 4946） 時間 10：00〜17：00（30日は16：00まで）
内容 絵画、彫刻、華道、書などの展示発表
■御調地区音楽芸能フェスティバル2014
音楽のまちづくりギャラリーコンサート
日程 11月30日㈰
アコースティックなロックンロールlive
時間 13：00
Small Dirty Dolls＋One
内容 合唱、民謡、舞踊、フラ、ダン
ス、創作発表などの舞台発表
日時 11月21日㈮
【共通事項】
19：00〜
場所 御調文化会館
場所 しまなみ交流館
問 尾道市文化協会事務局
■
市民ギャラリー
（文化振興課内☎0848 - 20 - 7514）
出演 甲斐 靖さん

市立美術館

☎0848

23-2281
時 間 9：00〜17：00（入館は16：30まで）
休館日 月曜日（祝日は開館）

■料金表示のないものは参加無料です︒ ☎電話

■ファクス
電子メール

e
■

ホームページ

HP
■

■「平山郁夫 ふるさと・瀬戸内からシル
クロードへ」展
◇開催中〜12月20日㈯
観覧料 一般800円、高校・大学生400円、
小・中学生200円（市内小・中学生無料）

尾道市立大学美術館

なかた美術館

耕三寺博物館

☎0848

20-7831

20-1218
9：00〜17：30（入館は17：00まで）
月曜日
（祝日の場合は翌日）

☎0845

27-0800
時 間 9：00〜17：00（入館は16：30まで）
休館日 無休

■ポール・アイズピリ特別企画展
◇開催中〜平成27年 2 月22日㈰
観覧料 一般800円、中学・高校・大学生
300円
（市内学生無料）

■茶道具展 以礼和而交人
◇開催中〜11月24日㈪
観覧料 大人1,200円、高校生700円、
中学生以下無料（耕三寺見学込）

尾道商業会議所記念館

本因坊秀策囲碁記念館

おのみち歴史博物館

☎0848

20-0400

飯田純也プロの指導碁
尾道市出身の飯田純也初段（関西棋院）
の指導碁を尾道囲碁協会が開催します。
日時 12月 7 日㈰
①10：00〜12：00
②13：00〜15：00
場所 総合福祉センター
対象 尾道囲碁協会会員
※現在会員でない人は、当日に入会
手続き（年会費1,000円が必要）を
すれば参加可。
申込方法 12月 3 日㈬までに、申込
書に「名前、希望時間帯（午前・午
後）」を記入し、郵送かFAXで申込
申■
問 〒722-8501 久保一丁目15-1 文化振興課
■
FAX 0848 - 37 - 0233）
（☎0848 - 20 - 7514 ■

団体戦で楽しみませんか
第6回尾道市公民館等
交流囲碁大会

申込先
問い合わせ先

日時

平成27年 1 月18日㈰
9：30〜16：30
場所 向島公民館
対象 市内公民館囲碁教室受講者、
市内囲碁愛好グループ
定員 48団体
競技方法 団体戦：3 人 1 組のチー
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時 間
休館日

☎0848

■矢野哲也展◇開催中〜12月 7 日㈰
本学美術学科油画コース教員による、
身近な風景をモチーフとして描いた、油
彩による作品を中心とした展覧会です。
観覧料 無料

■第25回企画展示「尾道商人と茶の
湯、
茶園、
そして道薫」
◇開催中〜平成27年 1 月 7 日㈬
観覧料 無料

問
■

27-3800
時 間 9：00〜17：00（入館は16：30まで）
休館日 無休

■特別展「彫刻家 圓鍔勝三」
◇開催中〜11月30日㈰
観覧料 大人400円、高校生300円、中学生
以下と70歳以上（要年齢確認）は無料

時 間 10：00〜18：00
休館日 木曜日

申
■

時 間 9：00〜17：00（入館は16：30まで）
（祝日の場合は翌日）
休館日 月曜日

☎0845

■四次元プロジェクト
◇11月22日㈯〜平成27年 1 月12日㈷
観覧料 大人800円、高校・大学生550
円、中学生以下と70歳以上（要年齢確
認）
は無料

時 間 10：00〜18：00
（祝日は開館）
休館日 火・水曜日

FAX

圓鍔勝三彫刻美術館 ☎0848
平山郁夫美術館
76-2888

広報おのみち・平成26年11月

☎0845

24-3715
時 間 10：00〜17：00（入館は16：30まで）
（祝日は開館）
休館日 火曜日

■呉清源先生ゆかりの碁盤展示中
観覧料 大人300円、中学生以下無料

ム対抗戦、計 4 局打ち・棋力点数
制・手合割り対局
参加費 1人1,000円（昼食代込）
申込方法 12月19日㈮（必着）まで
に、各公民館・各支所・総合福祉セ
ンター・芸予文化情報センター・
因島市民会館・本因坊秀策囲碁記
念館にある申込書を郵送かFAX
にて申込
申■
問 〒722-8510 向島町5531- 1 中央公民館
■
FAX 0848 - 44 - 2569）
（☎0848 - 44 - 0683 ■

本因坊秀策囲碁記念館
子ども囲碁大会
日時

平成27年 1 月10日㈯
9：30〜16：00
場所 本因坊秀策囲碁記念館
対象 小・中・高校生等
競技方法 13路・19路にわかれて棋
力に応じた競技方法
参加費 500円（昼食代込）
※送迎バスを運行します。
申込方法 12月22日㈪までに、所定
の申込書を郵送かFAXで申込
申
問 〒722-8501 久保一丁目15-1 文化振興課
■■
FAX 0848 - 37 - 0233）
（☎0848 - 20 - 7514 ■

☎0848

37-6555
時 間 10：00〜18：00（入館は17：30まで）
休館日 火曜日（祝日は開館）、12/28〜1/1

■特別展「和作と菱雨−幻の二人展」
◇開催中〜平成27年 1 月12日㈷
観覧料 一般200円、共通500円（映画資
料館も観覧可）、中学生以下無料

小林和作没後40年記念事業
市民劇団尾道テゴー座公演
「和作讃歌」
名誉市民小林和作画伯を偲んで、
尾道テゴー座のオリジナル脚本に
よる演劇公演を行います。
日時 12月13日㈯ 18：30〜
場所 しまなみ交流館
料金 【前売券】2,000円（全席自由）
【当日券】2,500円（全席自由）
※中学生以下無料。
問 小林和作没後40年記念事業実行委員会
■
（文化振興課内☎0848 - 20 - 7514）

おのみち文学の館「文学記念室」
行友李風特別展示Ⅰ
尾道市出身の行友李風は、昭和32年（1957
年）になにわ芸術賞受賞した劇作家で、代表
作に「月形半平太」などがあります。
期間 開催中〜12月22日㈪
時間 9：00〜17：00（入館は16：30まで）
※12月からは毎週火曜が休館日。
内容 命日の12月13日を中心に、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
問 文化振興課
■
（☎0848 - 20 - 7514）
文学記念室（☎0848 - 22 - 4102）

国際交流コーナー

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。
☎0845
-9395）
問 尾道市国際交流推進協議会事務局
■
（秘書広報課内 ☎0848-38
27-3800

新しく赴任してきたALTの皆さん
エリック・エルハマー（アメリカ合衆国）

こんにちは、私はエリックと申します。アメ
リカ合衆国のミシガン州から来ました。車でド
ライブしたり、自転車に乗ったりするのが好き
です。東京の上智大学に通って昨年卒業しました。尾道
市の7つの学校（美木中、三成小、木ノ庄東小、木ノ庄西
小、向島中央小、瀬戸田小、日比崎小）に勤めています。初
めて広島県に来たので、本当に楽しみにしています。尾
道市の人々と友達になって、一緒に勉強したり遊んだり
したいと思います。よろしくお願いします。
マケンジ・オエンス（アメリカ合衆国）

お知らせ

i

「日記式潮汐表」無料配布
期間

12月 1 日㈪から 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 350人（一人1冊）
問
■
（一社）広島県清港会尾道支部
（☎0848 - 23 - 2463）

情報アラカルト

相

平成27・28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。
受付期間 11月25日㈫〜12月15日㈪
受付時間 8：30〜12：00、13：00〜
17：00
（土・日曜を除く）
※郵送の場合は12月15日㈪必着。
受付場所 市役所 4 階東側受付会場
提出部数 1 部
申請用紙 市ホームページからダ
ウンロード可（財務課、因島総合
支所市民生活課、瀬戸田支所住民
福祉課でも配布）
申■
問 財務課
■
（☎0848 - 38 - 9324）

きますが、この通知は、裁判員に選
ばれる可能性があることを事前に
お伝えするためのもので、この段階
では、すぐに裁判所にお越しいただ
く必要はありません。
問 広島地方裁判所事務局総務課
■
（☎082 - 228 - 0430）

芸術・文化

談

平成27・28年度に市が行う建設工
事等の入札に参加を希望する人は、
次のとおり申請してください。
■電子申請（電子入札等システムを
利用する申請）
受付期間 受付中〜11月21日㈮
受付時間 9：00〜17：00
（土・日曜を除く）
添付書類 契約管財課へ提出する
書類、県建設産業課へ提出する書
類とも11月28日㈮必着
■書面申請
受付期間
○市内業者12月 2 日㈫〜 8 日㈪
○市外業者12月 9 日㈫・10日㈬
受付時間 8：30〜12：00、13：00〜
17：00（土・日曜を除く）
受付場所 市役所4階東側受付会場
申■
問 契約管財課
■
（☎0848 - 38 - 9282）

平成27・28年度物品購入等
入札参加資格審査申請受付

スポーツ

平成27・28年度建設工事等
入札参加資格審査申請受付

催し・募集など

子育て

Info

私の名前はホリーです。イギリス南部の小
さな村から来ました。英語を教えるため日本
へ来て、百島小、百島中、栗原小、高見小、高須
小、木頃小、三幸小、原田小で教えています。みんなと
英語を楽しみたいと思っています。私の趣味は、折り
紙や柔術です。泳ぐことも好きです。尾道に来てから
は、キックボクシング教室に通い始め、さらにタッチ
ラグビーも始めました。この町をもっとよく見て回っ
て、たくさんの人と友達になることができるのを楽し
みにしています。

健康・福祉

情報アラカルト

ホリー・スミス（イギリス）

くらしの窓

私の名前はマケンジ オエンスです。8 月に
尾道市に来ました。アメリカ合衆国の出身で
す。5 月の初めにアメリカの大学を心理学の学
位で卒業しました。大学生の時は日本語も勉強しまし
た。でも、いつかは日本語がペラペラになろうと本気で
思っています。私の趣味は写真撮影と映画鑑賞です。古

いカメラを妹にあげたので、新しいデジタル一眼レフ
カメラを買うつもりです。私の大好きな映画は「シンド
ラーのリスト」それに好きな日本の映画は「おくりび
と」です。私は因北中、因北小、久保中、山波小、向東中、
向東小で英語を教えています。どの学校もみんなとて
もよい生徒達です。尾道はすごく美しくいい所です。私
は尾道での生活を楽しみにしています。

〜裁判員制度〜
まもなく名簿記載通知を発送します
来年の裁判員候補者名簿に登録
された人には、11月中旬に通知が届
広報おのみち・平成26年11月
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