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特集

尾道の１年を振り返る

台湾との交流を深めました

12月号
もくじ
3 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特
例給付金、国際交流コーナー
4 特集

尾道の1年を振り返る

6 平成25年度尾道市人事行政の運営
等の状況
8 くらしの窓

清掃／税制改正／尾道市議会議員一般選
挙と尾道市長選挙の立候補予定者の皆さ
んへ ほか

12 健康・福祉

11月9日、
瀬戸内しまなみ海道サイクリングコースと姉妹自転車道協定を締結した
にちげったん
台湾・日月潭サイクリングコースで開催されたサイクリングイベントで、姉妹協定締
結記念プレートの除幕式が行われ、瀬戸内しまなみ海道振興協議会会長である平谷市
長が、今治市長、上島町長、広島県、愛媛県とともに参加し、サイクリングを通じた交流
促進のPRを行いました。また、翌10日には、尾道市内の小・中・高校の交流が始まって
いる台湾・嘉義市の市長を表敬訪問しました。嘉義市とは、今後、さまざまな分野で交
流が深まることが期待されています。

健康相談／休日当番医／こころとからだ
のリフレッシュセミナー／まめまめ通信
ほか

16 子育て

乳幼児健診・相談・講習会／放課後児童
クラブ利用希望者募集 ほか

18 スポーツ

スポーツ施設年間予約者募集

ほか

19 芸術・文化
新春「尾道でぃすこ」／囲碁棋聖戦尾道対
局／文化財シリーズ ほか

21 情報アラカルト

衆議院議員総選挙等のお知らせ／尾道
市消防出初式／普通救命講習Ⅰ／尾道
市病院事業局看護職員募集／「フラワー
カーペット尾道」制作ボランティア募集
／年末年始の主な業務 ほか

26 相談
28 圓鍔勝三彫刻美術館招待券
詐欺に要注意！
本因坊秀策囲碁まつり

今月の表紙
瀬戸田町は有数のレモ
ンの産地です。
写真のグリーンレモン
は10月初めから年内にか
けて収穫され、
黄色く色
づいたレモンより香りが強いのが特徴です。
生産者の中田次郎さんは、
レモンを作り始
めて 3 年目の期待の若手農業者です。
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トピックス−Topics−
一年間の無病息災等を祈って
11月 1 日〜 3 日、尾道市民
俗文化財に指定されている
「ベッチャー祭」が行われまし
た。鬼神の持つ祝棒やささら
で頭や体を叩かれると、1 年
間の無病息災等が約束される
と言われており、多くの家族
連れでにぎわいました。

おのにゃん市長表敬訪問
市中学校リーダー研修会が
考案した「おのにゃん」の着ぐ
るみが完成し、11月5日、おの
にゃんと本年度の市中学校
リーダー研修会メンバーが市
長を表敬訪問しました。市内
のイベント等に登場します。

2014 広島東洋カープ
ジュニアチームに選抜
11月26日、2014 広島東洋
カープジュニアチームに選抜
された釜本竜生選手（三成小）
が市長を表敬訪問しました。
12月28日〜30日に福岡で開催
されるNPB12球団ジュニア
トーナメント ENEOS CUP
2014に出場します。

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の
申請がお済みでない人はお急ぎください！
提出期限 平成27年1月5日㈪（消印有効）
※提出期限を過ぎると給付金を受け取れなくなります。
2 つの給付金の申請書提出期限は、平成27年 1 月 5 日㈪までです。提出期限を過ぎると給付金は支給されませ
ん。対象者と思われる人には申請書を送付していますので、再度ご確認をお願いします。
また、一度申請書の提出をした後、申請書の不備、添付書類（本人確認書類や受け取り口座が分かる通帳のコピー
等）が不足している人につきましても、期限までに必ず提出してください。
（期限を過ぎてからの提出は受け付けら
れません。）
申請書を紛失した場合はお問い合わせください。
臨時福祉給付金

支給対象

支給額

子育て世帯臨時特例給付金

平成26年1月1日時点で尾道市に住民登録があ
り、平成26年度の市県民税（住民税）が課税され
ていない人
ただし、次の人を除きます。
・市県民税が課税されている人の扶養親族等
・生活保護を受けている人
支給対象者一人につき1万円
※条件により5千円の加算あり。

平成26年1月1日時点で尾道市に住民登録があ
り、平成26年1月分の児童手当・特例給付を受給
している人で、平成25年中の所得が児童手当の
所得制限限度額に満たない人
ただし、次の児童を除きます。
・臨時福祉給付金の対象児童
・生活保護を受けている児童
支給対象児童一人につき1万円

※平成26年度の市県民税の申告等が済んでいない場合は、支給対象者となるかどうかの判断ができませんので、至
急申告等をしてください。
※平成26年 1 月 2 日以降に尾道市に転入した人は、前住所地への申請になります。
問 臨時福祉給付金
■
（社会福祉課）
（☎0848 - 37 - 3600）
子育て世帯臨時特例給付金（子育て支援課）
（☎0848 - 38 - 9112）

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

ホームシックなどで苦しいことがたくさんあり、自分
が決めた留学なのに何をしているんだろうという葛藤
村田 馨（AFS帰国生）
もありました。後半に入るとあと半分しかないという
私は、10カ月の留学を経て 7 月 2 日にオー
ことや、もっと向上しなきゃという焦りもありました。
ストリアから帰国しました。
でも、自分に「大丈夫、大丈夫」といい、自分自身を見つ
昨年、8 月の終わりにオーストリアに到着
めなおし、ホストファミリーや周りの友達の支えのお
し、期待や不安、楽しみを胸に留学生活がス
かげで楽しくこの留学を乗り越える事ができました。
私は、この留学を通して、何気ない当たり前の毎日や笑顔
タートしました。そして、ホストファミリーと
や笑えることの幸せ、家族からの愛情、友達といる楽しい時
対面しました。その時は、大きな不安もありま
したがホストマザーが何度も私の名前を呼びながらハグ 間に感謝することの大切さを感じることができました。
そして、10カ月間オーストリアで生活し、いろいろ
してくれた時、私が守ってあげる という思いが伝わり、
これから頑張るぞという思いに変わりました。そして、私 な事を乗り越えて得た自信はこれからの自分に必ず
にもう一つの家族ができました。私のホストファミリー つながると思います。
私は、外国語を使って世界中の人と関わる仕事がし
には 7 歳のホストブラザーがいます。ホストブラザーと
たいと思っています。しかし、今の私にはその夢には、
一緒に彼の学校で日本についてのプレゼンテーションを
したことが、私にとってとてもいい経験で楽しい思い出 まだまだ届いていません。だから
です。他にも、ホストファーザーからスキーを教えても これから、もっとたくさんの事を
らったりと、ホストファミリーと楽しく刺激的で新しい 学び、この留学で経験し得たもの
を生かし、感謝の心を忘れずもう
経験、時間を過ごすことが出来たと思います。
初めの頃は、自分の言いたいことを伝える難しさや、 一度世界に挑戦したいです。

世界への一歩

広報おのみち・平成26年12月

3

特集

尾道の1年を振り返る

1月

フラワーカーペット尾道

地元ボランティアの皆さんのご協
力のもと、フラワーカーペットが完
成しました。
3月

尾道市立大学新校舎（E棟）落成式

一層充実した教育を実施すること
ができる施設となりました。

官民連携による空き家再生事業、尾道
市歴史文化基本構想や文化財保存活用計
画の推進、フィルム・コミッション等を通
じた映像文化の振興が評価されました。

尾道市暮らしのガイドブック（平成
26‐27年度版）発行

暮らしに役立つ情報をお届けする
ため、官民協働事業として新たに発
行しました。
6月

あじさいき

林芙美子の命日にちなんで、芙美子
の母校の児童・生徒による合唱やあじ
さいの献花などが行われました。

第39回みつぎ駅伝大会

寒さを吹き飛ばす力強い走りを見
さまざまな年代の女性が参加し、 せてくれました。
熱戦が繰り広げられました。

7月

第5回みなとオアシスSea級グルメ
全国大会in尾道
北海道から鹿児島までの17みなと
オアシスから海の幸を使ったグルメ
が集合しました。

市内各所桜開花（関連イベント開催）
尾道市暮らしのガイドブック（平成26-27年度版）発行
第15回陶芸体験＆国際交流（20日）
第71回尾道みなと祭（26日・27日）
散歩散走in尾道〜サイクリング＆ウォーキングパラダイス おもいお
もいの島めぐり
（19日〜8月31日）
因島アメニティ公園まつり
（3日・4日）
第26回子ども太鼓交流会（13日）
平成25年度文化庁長官表彰（文化芸術創造都市部門）受賞（14日）
第3回瀬戸内しまなみ海道サイクリング尾道大会（24日・25日）
第2回病院まつり
（31日）

6月

歯っぴーフェスティバル（7日）
あじさいき（22日）
祇園祭（28日）
松江市・福山市と水道の災害時における相互応援に関する協定書を締結（29日）

7月

3月

第30回尾道市子ども会駅伝大会（2日）
尾道市立大学新校舎（E棟）の落成式（8日）
第7回尾道市民囲碁大会（16日）
瀬戸内しまのわ2014開催（21日〜10月26日）
ONOMICHI U2グランドオープン（22日）
尾道市・三原市消防指令センター開設披露式（25日）
第17回虎ちゃん囲碁まつり
（29日）
おのみち散歩散走マップ第2弾発行

どのチームも笑顔で、元気いっぱ
いの踊りを披露してくれました。

5月

2月

第5回市民カローリング大会（2日）
第39回みつぎ駅伝大会（9日）
第34回向島駅伝大会（16日）
第34回いんのしま健康マラソン大会（23日）

第71回尾道みなと祭

4月

第7回高校生絵のまち尾道四季展（12月23日〜1月13日）
フラワーカーペット尾道（11日〜26日）
尾道市消防出初式（12日）
平成26年尾道市成人式（12日）
第64回本因坊秀策囲碁まつり＜第3回女流秀策杯＞（25日・26日）
おのみちマイ桜植樹会（26日）
第13回外国人による日本語スピーチ大会（26日）
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第64回本因坊秀策囲碁まつり
＜第3回女流秀策杯＞

4月

1月

4

新成人代表の「二十歳の誓いの言
葉」や小学生と新成人全員による合
唱が行われました。

おのみち住吉花火まつり

平成25年度文化庁長官表彰（文化
芸術創造都市部門）受賞

平成26年尾道市成人式

さまざまな種類の花火が尾道の
夜空を彩りました︒

5月

2月

みつぎ子育て支援センター「みっけ」開設（7日）
第65回本因坊秀策囲碁まつり
（12日・13日）
体験型エンジョイトライアスロン尾道in瀬戸田（13日）
しまなみ海道自転車通行料金無料化（19日〜平成27年3月31日）
2014宮島さん協賛いんのしま水軍花火大会（19日）
第5回みなとオアシスSea級グルメ全国大会in尾道（19日・20日）
2014因島水軍まつり
［島まつり］
（21日）
おのみち住吉花火まつり
（26日）

平成26年も残すところわずかとなりました。今年は、皆さんにとってどんな年だったでしょうか。
問 秘書広報課
今回は、尾道市の平成26年を広報おのみちで紹介した話題を中心に振り返ります。
■
（☎0848-38-9377）
8月

第3回おのみちキッズフェスタ

子どもだけでなく、親や家族も一
緒に楽しめるイベントがあり、会場
は多くの人でにぎわいました。

吉和太鼓おどり

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奉納（2年
に1回）がありました。

瀬戸内水軍まつりin 尾道
〜因島水軍スピリッツの継承〜

「村上海賊の娘」の著者和田竜さん
のトークショー、
「 ひまり」ライブや
ブルーインパルスの展示飛行などが
ありました。

9月

ツール・ド・いくちじま2014第3回
レモンアイランドレース

目の前を風のように走り抜ける姿に、観
客からは歓声や拍手が沸きあがりました。

市内の古寺などで抹茶、煎茶、中国
茶の茶席を設け、お茶文化を満喫し
ました。

どうぶつ愛護のつどい

動物愛護週間にあわせ、動物との
ふれあいを通じ、飼い主のマナーな
どを学ぶイベントを行いました。

花薫る里山尾道ウォークinみつぎ

彼岸花の満開になったいきいき
ロードは参加者に秋の訪れを感じさ
せてくれました。

第11回尾道灯りまつり

子どもたちの将来の夢や願いがか
かれたぼんぼりの灯りが、幻想的な
光景を造り出していました。
11月

むかいしま女性サイクリング大会
〜恋で走って島めぐり〜
こい

参加者はよもそろガールズの皆さ
んの手作りコスモスブローチを胸
に、美しい景色を楽しみました。

月

第14回瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ（3日・4日）
第32回総合文化祭「尾道の美展2014」
（9日〜13日）
第54回尾道市交通安全大会（11日）
2014おのみちスイーツコンテスト
（11日）
第11回尾道灯りまつり
（11日）
しまのわ茶会「尾道お茶めぐり」
（12日・19日）
広島フェア（フランス）
（16日〜18日）
重要文化財浄土寺方丈ほか5棟建造物保存修理工事竣工記念式典（17日）

日本最大級のサイクリングイベン
トで、約7,300人がしまなみ海道を駆
け抜けました。

花と潮風かおる尾道むかいしまウォーク

秋の心地よい潮風のかおる向島を
景色を楽しみながら、ウォーキング
しました。
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第58回尾道菊花展（18日〜11月9日）
むかいしま健康福祉まつり
（19日）
木ノ庄鉦太鼓踊り
（19日）
尾道防火協会第15回消防競技大会（24日）
第30回尾道市御調地区健康福祉展（25日・26日）
こい
むかいしま女性サイクリング大会〜恋で走って島めぐり〜
（25日）
瀬戸内しまなみ海道・国際サイクリング大会「サイクリングしまなみ」
（26日）
お蔵出し映画祭2014（31日〜11月2日）
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花と潮風かおる尾道むかいしまウォーク（2日）
第24回にこぴんしゃん祭り
（2日）
市民音楽祭（2日）
浄土寺特別公開（2日・3日）
ベッチャー祭（1日〜3日）
第32回おのみち市民健康まつり
（9日）
市民芸能祭（9日）
市立美術館展覧会「4次元プロジェクト」
（22日〜平成27年1月12日）
いんのしま健康まつり
（15日）
すいごうさい
尾道市立大学第13回「翠郷祭」
（16日）

月

9月

ツール・
ド・いくちじま2014第3回レモンアイランドレース（6日・7日）
尾道市防災訓練（7日）
百島スマート遠足（9日）
LEGEND OF HERO TOYOTA2000GT（14日・15日）
リレー・フォー・ライフ・ジャパン2014広島（尾道）
（14日・15日）
どうぶつ愛護のつどい（23日）
親子で楽しもう！カローリング＆国際交流（23日）
花薫る里山尾道ウォークinみつぎ（23日）
第3回全国仮装大会inおのみち2014（27日・28日）

瀬戸内しまなみ海道・国際サイクリ
ング大会「サイクリングしまなみ」

月

8月

第3回おのみちキッズフェスタ
（2日・3日）
第25回御調町夏まつり
（15日）
第36回瀬戸田町夏まつり
（16日）
吉和太鼓おどり
（18日）
瀬戸内水軍まつりin尾道〜因島水軍スピリッツの継承〜
（30日）
2014因島水軍まつり
［火まつり・海まつり］
（30日・31日）
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鎧武者の集結、花火、小早などさま
ざまなイベントで盛り上がりました。
10月

10月

しまのわ茶会「尾道お茶めぐり」

2014因島水軍まつり
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