相談
内

日
時
場
所
向島支所
1 月 7 日㈬13：00〜16：00
弁護士相談［要予約］
（法律相談全般） 1 月 8 日㈭13：00〜16：00
瀬戸田支所
※相談時間は15分※受付は12月17日㈬から
尾道市役所
1 月16日㈮13：00〜15：00
向島支所
1 月13日㈫13：00〜16：00
司法書士相談
［要予約］
御調支所
1 月15日㈭13：00〜16：00
（土地・建物の登記ほか）
尾道市役所
1 月19日㈪13：00〜16：00
※相談時間は30分
因島総合支所
1 月21日㈬13：00〜16：00
因島総合支所
1 月 8 日㈭13：00〜16：00
行政相談
瀬戸田支所
1 月 9 日㈮13：00〜16：00
（国等に対する意見ほか。行政相談委員が対応）
尾道市役所
1 月13日㈫13：00〜16：00
広島地方裁判所尾道支部内
1 月14日㈬10：00〜16：00
弁護士法律相談
［要予約］
（新浜一丁目）
1 月28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
広島県尾道庁舎1階
月曜 9 ：15〜12：00
東部地域県民相談室
（古浜町）
13：00〜16：00（祝日を除く）
（離婚・相続・借金・近隣トラブルほか)
■料金表示のないものは参加無料です︒ ☎電話

行政書士無料相談会

1 月17日㈯13：00〜16：00

人権相談（差別や近隣とのもめごとな

1 月26日㈪13：00〜16：00
1 月27日㈫13：00〜16：00

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）

月〜金曜
（祝日を除く）
9 ：00〜15：30
火・水・木曜 10：00〜15：30

どの人 権問題ほか。人権擁護委員が対応）

年金相談（公的年金制度全般）
［要予約］

※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 月曜
※12月27日㈯〜1月4日㈰は、お休みします。
金曜

消費生活相談
（電話相談可）
消費税率引き上げに伴う税務相談室[要予約]

（消費税の転嫁について。中国税理士会尾道支部所属税理士が対応)

10：00〜15：30
10：00〜15：30

9 ：00〜12：00、
13：00〜17：00
（土・日・祝日を除く）
1 月 8 日㈭10：00〜16：00

総合福祉センター
尾道市役所
瀬戸田支所
青少年センター
（旧筒湯小学校内）

12月18日㈭・ 1 月 8 日㈭・ 1 月22日㈭
12：30〜16：30
12月18日㈭・ 1 月 8 日㈭・ 1 月22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） 12月16日㈫・ 1 月20日㈫
16：30〜19：20
12月17日㈬・ 1 月21日㈬10：00〜15：00
因島一日職業相談会
月3回
（お問い合わせください。
）
就職支援セミナー
（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

申込・問い合わせ先

秘書広報課
☎0848-38-9395

広島弁護士会尾道地区会
☎0848-22-4237
東部地域県民相談室尾道支所
☎0848-25-2011
（※1）
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

公会堂別館（※2）
因島総合支所
（※3） 三原年金事務所
☎0848-63-4111
向島支所
尾道市役所分庁舎
尾道商工会議所

一日若者しごと館
［要予約］

（就職等に悩みを持つ若者向け相談。職業適性診断など）

就職相談

■ファクス

FAX

電子メール

e
■

容

尾道市役所分庁舎

因島総合支所

尾道市消費生活センター
☎0848-37-4848
尾道商工会議所
☎0848-22-2165
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
ハローワーク尾道
☎0848-23-8609
因島市民会館

※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 12月23日は、祝日のため12月26日㈮に開催します。
※3 1月12日は、祝日のため1月13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。■
（☎0848-22-8385）

職業性難聴

ていた人で、
「 耳の聞こえが悪い」
「 耳鳴りがする」と
労災 無料電話相談
いった症状のある人
期間 開催中〜平成27年1月30日㈮
時間 11：00〜16：00（土・日・祝、12／27〜 1 ／ 4 を除く） ※仕事が原因の難聴は、労災補償が受けられます。
問 全日本建設交運一般労働組合
（建交労）広島県本部（☎082- 235- 3050）
対象 造船業や製造業などの騒音が激しい現場で働い ■

ホームページ

HP
■

申込先

申
■

問い合わせ先

問
■
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消費生活 相談 ファイル

〜寝具類の訪問販売のトラブル〜

環境資源リサイクルセンター

は、特定商取引に関する法律（特商法）違反です。
訪問販売では、特商法で定める契約書面を受け
取ってから、8日間以内はクーリング・オフができる
とされており、このような契約書面を受け取ってい
ないときは、いつまでもクーリング・オフできること
になります。
クーリング・オフできるかどうか分からないとき
や、不安に思うことがあれば、すぐに、尾道市消費生
活センターに相談してください。
■消費生活に関するトラブル等について、
気軽にご相談ください
問
■尾道市消費生活センター
（市役所分庁舎 2 階 商工課内 ☎0848- 37- 4848）

くらしの窓

≪相談内容≫ ある日、男性営業員が訪問してきて、
名前や用件を言うことなく「寒いねぇ」などと話しな
がら、家の中に上がり込んできた。不安に思っている
と、別の男性営業員も勝手に入ってきて、
「いいものを
持って来たから」と言いながら、敷きマットの勧誘を
始めた。
敷きマットは要らないし、また、年金暮らしでゆと
りがないことから「要らない」
「 買えない」と何度も伝
えたが、聞いてくれようとはしなかった。断っても引
き下がりそうにないし、お金を払うことで済むならい
いかと、あきらめの気持ちになり、欲しくもない商品
の購入に渋々同意してしまった。
（70歳代、女性）
≪アドバイス≫ 不意に訪れて来て、事業者名や訪
問の理由を言わずいきなり勧誘すること、要らない
と言っている消費者にしつこく勧誘を繰り返すこと

(☎0848-48-2212）10:00〜16:30／月・祝日休館

出張販売
1 ／ 9 ㈮ 道の駅クロスロードみつぎ（10：00〜15：00）
1 ／10㈯ 市民センターむかいしま
（10：00〜15：00）
EMボカシ・EM活性液講習会
12／17㈬
1 ／13㈫ 因島総合支所前駐車場（10：30〜15：00）
13：30〜14：30 費用：無料 定員：10人 持参物：米のとぎ汁（活性液）
1 ／14㈬ 瀬戸田市民会館前駐車場（10：30〜15：00）
12／21㈰
イスの布カバー張り替え教室・自転車かんたん修理教室
1 ／23㈮ ゆきひろメイト店（ 9：00〜14：30）
費用：100円（イス）、実費（自転車） 定員：5人 持参物：イスの張り替え用布、修理用自転車など リサイクル教室「節分の小物をつくろう」
13：30〜
費用：350円 持参物：裁縫道具
年末アクセサリーセール 期間：12月16日㈫〜27日㈯
【感謝セール】
時間：御調、向島、メイト10：30〜 因島、瀬戸田13：15〜
冬のリサイクルセール
期間：1 月 9 日㈮〜25日㈰
【募集します】

今月の納税等
今月の納税等

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
死者

負傷者

平成26年

501

3

619

昨

473

1

594

年

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

件数

※詳しくは、市ホームページに掲載しています。

代表電話

都市計画税
固定資産税
国民健康保険料
介護保険料
後期高齢者医療保険料

住民基本台帳人口[11月27日現在]

世帯 64,476世帯
人口 143,590人（男68,773人、女74,817人）

芸術・文化

納期限＝ 12/25㈭

市内の交通事故
（11月27日現在）

スポーツ

環境資源リサイクルセンターでの資源物の受け入れは、平成27年 リサイクルセンターでは、不用な平成27年のカレンダー、手帳を募集しています。
1月からは、土・日曜だけになります。持ち込まれるときは、受付を済【お知らせ】
リサイクルセンターは12月28日㈰〜平成27年1月5日㈪まで休館します。
まして正しく分別してください。ご協力よろしくお願いします。
※持ち込みできる日は、リサイクルセンターの開館日に限りま【各教室の申込み、問い合わせ先】
環境資源リサイクルセンター ☎0848-48-2212
す。また、行事等により持ち込みできない日もあります。

子育て

【お知らせ】

健康・福祉

12／17㈬
トールペイント初心者コース
10：15〜12：00 費用：300円 定員：10人 持参物：エプロン

相

談
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︿キリトリ線﹀

圓鍔勝三彫刻美術館
常設展Ⅲ
圓鍔勝三とコレクション（西洋編Ⅱ）
開催中〜平成27年 3 月31日㈫
左の招待券を切り取り、圓鍔勝三彫刻美術館で
提出いただくと、一人 1 回入館無料となります。

サ

ギ

詐欺に
要注意！
市内で特殊詐欺が多発して
います。手口は年々巧妙・複雑
になっており、気づかないうち
に詐欺に遭ってしまうことが
あります。
・キャッシュカード、クレジッ
トカードは絶対他人に渡さ
ない。
・
「必ず儲かる」話には要注意！
・「現金をレターパックや宅配
便で送れ」は詐欺！
知らない人から怪しい電話
がかかってきたら、即断せず、
家族や警察に相談しましょう。
問 尾道警察署
■
（☎0848 - 22 - 0110）

第66回本因坊秀策囲碁まつり
■前夜祭：平成27年1月24日㈯
○女流秀策杯アマ予選会 13：30〜
○指導碁 13：00〜
場所 しまなみ交流館
○懇親会 18：00〜
場所 グリーンヒルホテル尾道
参加費 大人6,000円、高校生以下4,000円

■競技大会：平成27年1月25日㈰
○クラス別競技大会 9：30〜
（受付9：00〜）
○指導碁 13：00〜
○女流秀策杯決勝戦（公開対局） 14：30〜
決勝戦大盤解説：水間俊文七段（日本棋院）
場所 しまなみ交流館 定員 各クラス32人
参加費 大人2,000円
高校生以下1,000円（弁当代含む）
※公開対局は観覧自由です。

■前夜祭・競技大会共通事項
申込方法 平成27年1月7日（水）までに、はがきに「住所、名前（ふりがな）、年齢、電話番号、棋力、参加希望イベント
（1月24
日：指導碁と懇親会、懇親会のみ／1月25日：女流秀策杯、クラス別競技大会、指導碁）」を記入のうえ申込
※女流秀策杯とクラス別競技大会は、女性のみ参加可能です。
申■
問〒722−8501 久保一丁目15-1 本因坊秀策囲碁まつり実行委員会事務局
■
（文化振興課内☎0848-20-7514）
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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