おのみち子育て支援センター

いんのしま子育て支援センター

（☎0848-37-2409）月〜金曜（祝日、年末年始を除く）9：00〜16：00 （☎0845-22-1545）月〜金曜（祝日、年末年始を除く）9：00〜16：00
子育て応援相談
〜子どもの様子が気になっていませんか〜 月 1 回、日程は相談のうえ決定
日常生活の中で子どもの様子についての相談、あそび方や関わり方
の紹介。 定員：若干名 申込：受付中
栄養相談
4／9㈭10：00〜11：30
〜栄養士さんにきいてみよう〜
食事（離乳食、授乳含む）についての相談や情報交換。身長、体重測定
も可。 ※申込不要。
赤ちゃんとさわりっこ！
4／10㈮10：00〜11：30
〜タッチケア〜
赤ちゃんとふれあいながら親子のコミュニケーションを深めませんか。講
師：沖村暁美さん（日本タッチケア協会認定指導者）対象：概ね2〜6カ月の子
とその家族、タッチケアに興味のある人 定員：15組 申込：4／3㈮13：30〜
オープンスペース
4／14㈫10：00〜12：00
向島deあそぼう
親子でふれあいあそびを楽しみませんか。相談も可。 場所：市民センター
むかいしま内 ※申込不要。

■料金表示のないものは参加無料です︒ ☎電話

親子であそぼう
4／17㈮10：00〜11：30
〜はいはいクラブ〜
親子でできるふれあいあそびを楽しみませんか。対象：概ね7カ月〜1
歳半の子とその家族 定員：15組 申込：4／10㈮13：30〜
ビーズと鈴でおもちゃ作り

赤ちゃんから使えるおもちゃを作ってみませんか。対象：手作りおも
ちゃに興味のある人 講師：沖村暁美さん（日本タッチケア協会認定
指導者） 定員：15組 申込：4／15㈬13：30〜

親子であそぼう
4／23㈭10：00〜11：30
〜てくてくクラブ〜
親子で身体を使った遊びをしてみませんか。対象：概ね1歳半〜3歳の
子とその家族 定員：15組 申込：4／16㈭13：30〜

■ファクス
電子メール
ホームページ
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■

4／9㈭10：00〜10：30

わくわくふれあい遊びの赤ちゃん版。ゆったりふれあいましょう。体
重測定できます。対象：首が座っているまだはいはいをしていない赤
ちゃんと保護者（対象児以外は10：40より利用可）※申込不要。

わくわくKIDS

4／14㈫10：45〜11：15

わくわくふれあい遊びのちょっと大きい子版。親子で楽しく体を動かそ
うね。対象：2歳以上未就園の子と保護者 定員：10組 申込：3／26㈭〜

わくわく
4／16㈭10：30〜11：15
おはなし広場
ミュージックパネルシアター「キツネのつねた」つねたがくるりと変
身するよ。何に変身するかお楽しみ！親子のふれあい遊びもします。
対象：未就学の子と保護者 ※申込不要。
みかんちゃんとリトミック

4／17㈮10：30〜11：00

初参加でも楽しめるリズム遊び。 講師：村上清美さん（リトミック
研究センター認定講師） 対象：未就園の子と保護者 ※申込不要。

せとだde支援センター

4／22㈬10：00〜12：00

いんのしま子育て支援センターが瀬戸田に出張します。場所：瀬戸田
市民会館 対象：未就学の子と保護者（いんのしま子育て支援セン
ターも開設しています）

作って遊ぼう！
4／23㈭10：00〜11：00
〜ぱくぱく人形〜
牛乳パックでパクパク人形を作ります。今回は「キツネのつねた」で
す。歌いながら遊べるよ！ 対象：未就園の子と保護者 定員：15組
申込：4／9㈭〜

みつぎ子育て支援センター「みっけ」

（☎0848-76-0888）月・水・金曜（祝日、年末年始を除く）9：00〜16：00
子育相談

4／17㈮10：00〜11：30

子育のこと、家庭のこと、自分のこと、何でも相談できます。
相談員：韓 彩道さん（臨床心理士） 申込：受付中

FAX

e
■

4／22㈬10：00〜11：30

わくわくBABY

ベビーヨーガ
4／24㈮10：00〜11：30
「はぴはぴ」
ベビーヨーガを通じて赤ちゃんのことを知りましょう。講師：吉廣朱
美さん（助産師） 対象：首が座ってから歩くまでの子と保護者
定員：10組程度 申込：4／1㈬〜
子育て応援講座
4／27㈪10：00〜11：30
「食べ物の安全を考えよう！」
日々の子どもの元気は食事から。身体に安全な食品についてお話を
聞きましょう。 講師：山崎高広さん（管理食養士） 対象：未就学児
の保護者（子ども同伴可） 定員：10組程度 申込：4／1㈬〜
ランチタイム開放DAY
4／8㈬・22㈬11：45〜13：00
「わくわく」
第2・第4水曜は、みんなで昼食を一緒に食べることができる日です。
お弁当を持って来てね。みんなで準備するよ。

尾道市立因島南小学校が開校します
4 月、土生・三庄・田熊の 3 小学校が統合し、旧土生中学校
跡地に尾道市立因島南小学校が開校します。
施設は、旧土生中学校の校舎を大規模改修し、屋内運動場、
給食調理場、プール、エレベーター棟等を新設しました。施
設の特徴として、環境学習のための太陽光発電設備やグラ
ウンドへの大型遊具、低学年用プールの設置等があります。
■地域住民の皆さんへのお願い
4 月以降、約400人の児童が徒歩や通学バスで通学しま
す。通学中の児童にご注意いただき、交通事故防止にご協力
くださいますようお願いします。

申込先

申
■

問い合わせ先

問
■

所在地 因島土生町1372 - 1
FAX 0845- 22- 1100）
［ 4 月 1 日㈬から］
（☎0845 - 25- 6767・■
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北久保児童館
■サイエンスしよう！〜静電気で
妖怪を飛ばそう！〜
日時 3 月26日㈭ 13：30〜15：00
対象 小学生（定員25人）
材料費 100円
持参物 筆記用具、はさみ
申込方法 3 月12日㈭から電話か
来館で申込（10：00〜17：00／土・
日・祝日を除く）
申
問 北久保児童館
■■
（0848 - 20 - 7192）

ひとり親家庭の親子交流会
〜バーベキューinむかいしま〜

母子・父子福祉センターの講座
■パソコン教室入門編
（ワード2010）
日時 4 月 9 日〜 6 月11日の木曜
19：00〜21：00
場所 総合福祉センター
対象 ひとり親家庭の親または寡婦
内容 ワードを使ってパソコンの
基本操作や文章入力などを学習
定員 10人（抽選）
※最少受講人数（ 5 人）に達しない場合中止。
受講料 5,000円（テキスト代含）
申込期限 4 月 1 日㈬

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

隆子さん（ひかり服装専門学校校長）

スポーツ
芸術・文化
情報アラカルト

相

国際交流という呼びかけに魅せ
られて、スイスベルン市で催され
た「スイスジャパンウィーク2014」
のイベントにすぐ参加を申し込ん
だ。この催しは、公益財団法人国際
親善協会が2014年10月22日から27
日までの 6 日間、広く日本文化を
スイスの人々に紹介しようと主催したもので、日本か
らの参加は65団体1350人という大集団になった。けれ
どそれぞれ別々の旅程であったため、会場へ入って初
めて他団体の文化活動を知った。私は、ファッションの
道を極めようとする東京の文化服装学院生涯学習部主
催「全国物づくり大好きグループ」の一員として参加し
た。展示会場には 9 ｍの展示パネルとデモンストレー
ション用に三台の机が置かれ、準備に追われた。隣接す
る会場には、早稲田大学書道部による実演コーナー、活
け花、木目込人形、土鍋料理、折紙、日本酒紹介の展示や
体験コーナーがあり、開会が待たれた。前田スイス大使
やベルン市長をお迎えしての華々しい開会式であった
が、パウル・クレー・センターの会場は広く、時間的制約

もあり、着付、和太鼓、尺八、琴等、多くの舞台公演を見
られなかったのが残念であった。中でも人気があり入
場制限をしたのは茶道コーナーだった。多くの人が国
際理解に関心を寄せ、お金と時間をかけて遠いスイス
まで出向いていることに感銘を受けた。
このあと山越えをしてイタリアに入り、ラッティー
社の染色技術とグリース刺繍工房を見学した。その中
の一コマをご紹介したい。ラッティー社で染色の説明
を聞きながら、私達のグループがぞろぞろと歩いてい
た時、専務さんがつかつかと私の傍に来て手をとり先
頭に立って説明を続けた。多分、私の足が悪くひょこ
ひょこと後をついて歩いていたのを見かねての事で
あろうと思う。工場見学終了の際、
「この手の感触は日
本へ帰っても決して忘れないでしょう」とお礼を申し
上げたら「人生は輪のように廻っている。子どもの時
は親に助けられて歩き、大人になったら一人で、そし
て年を取ったら若い人に
手を取ってもらう。それ
が人生なんですよ。」と皆
を前に話された。この如
才ない思いやりに、国際
交流とは何かを教えられ
たような旅であった。

子育て

国際交流イベント「スイスジャパンウィーク」に参加して
大本

健康・福祉

国際交流コーナー

■医療事務講座
日時 6 月12日〜11月13日の金曜
9：30〜12：40（全17回）
講師 ニチイ学館
定員 15人
※ひとり親家庭の人優先。
※最少受講人数（13人）に達しない
場合中止。
受講料 65,000円（テキスト代含）
※ひとり親家庭の人には助成制度
あり。
※ 4 月17日㈮と 5 月22日㈮の10：00
〜事前説明会あり。当日、直接会
場にお越しください。
申込期限
6 月 2 日㈫
申■
問 母子・父子福祉センター
■
（☎0848 - 22 - 8385）
くらしの窓

日時 4 月26日㈰ 10：30〜14：30
場所 向島マリンユースセンター
※雨天の場合は、総合福祉センター
で行います。
定員 15組

参加費 大人700円、子ども500円
持参物 タオル、軍手、帽子、しきも
の、お茶、おにぎり、おやつ
申込期限 4 月21日㈫
申■
問 母子・父子福祉センター
■
（☎0848 - 22 - 8385）

談

HP http://www.geocities.jp/onomichi2hon5/
おのみち日本語教室ボランティア募集 ■

日本語を母国語としない人への、日本語学習を支援
するボランティアを募集しています。経験も語学力も
必要ありません。一度見学にお越しください。

日時 原則火曜19：00〜20：30
場所 日比崎公民館
問 おのみち日本語教室 ■
e onomichi2hon5@yahoo.co.jp
■
秘書広報課（☎0848- 38- 9395）
広報おのみち・平成27年3月
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スポーツ
長者原スポーツセンター行事案内 （☎0848-48-5677）
3 月21日㈷ 2015尾道ジュニアバレーボール交歓会（6年生卒業記念大会） 4 月 5 日㈰ 第16回しまなみオープンカップビーチボールバレー大会
11日㈯ びんご遊悠テニスクラブ287回月例大会
ダンス交流会
22日㈰
びんご遊悠テニスクラブ第286回月例大会
28日㈯ 2015尾道ジュニアバレーボール練習試合（4／11）
29日㈰ 第65回全日本実業団バドミントン選手権大会広島県予選
※行事案内は予定のため、
変更・中止されることがあります。
HP http://bingo.npo-polano.or.jp/
県立びんご運動公園行事案内 （☎0848−48−5446）■

フェニックスジュニアユース交流大会
2015HiFAユースリーグU-15
第37回西日本軟式野球大会県決勝大会（〜4／5）
広島県東部地区合同けい古会
ダンスパーティ
尾三地区少年サッカー連盟評議会
2015広島県シニア大会0-40.50.60
東部サッカーリーグ（4／12）
第18回びんご地区社会人リーグ
尾道市シングルステニス大会
三成クラブ平成27年度第1回大会
尾道グラウンドゴルフ花見大会
第38回でんゆう杯グラウンドゴルフ大会
春季昇段・昇級審査会
第30回日本クラブユースサッカー選手権U-15大会広島県予選
平成27年度広島県高等学校野球春季県大会1回戦（〜4／12）
トークス杯中学ソフトテニス研修大会
全国大会県予選会
12日㈰ スポーツダンス交流会
第30回福山市中学生ソフトテニス交歓大会（団体）

■料金表示のないものは参加無料です︒ ☎電話

3 月18日㈬ 福山市男子バスケット部春季オープン大会（〜3／19）
4 月 4 日㈯
19日㈭ ろう金友の会春季大会
20日㈮ 第63回尾道グラウンドゴルフ交歓大会
松永地区対抗９人制バレーボール大会
21日㈷ 松永地区グラウンドゴルフ大会
第18回びんごミズノカップ中学生ソフトテニス研修大会（団体）
（〜3／22）
5 日㈰
第22回尾道オープンバドミントン大会
22日㈰ 中国五県一・二部軟式野球大会
高円宮杯U-15サッカーリーグ2015HiFAユースリーグ
24日㈫ 第11回尾道びんご会男女ペアグラウンドゴルフ大会
6 日㈪
26日㈭ 3月親睦交歓大会
8 日㈬
尾三地区中学生バスケットボール交歓会（〜3／29）
28日㈯
9 日㈭
西日本法曹シングルス大会
第48回中国五県一部・二部軟式野球大会尾道地区予選会
29日㈰
中国ジュニアスプリング大会
（〜3／31）
11日㈯
※行事案内は予定のため、
変更・中止されることがあります。

■ファクス

スポーツ安全保険
加入団体等募集

FAX

（広島県教育委員会内☎082 - 223 - 7865）

こども水泳教室受講生募集

スポーツ・文化・ボランティア活動
などを行う人への傷害保険・賠償責任
■春休み短期集中
保険等を組み合わせた補償制度です。
こども水泳教室
加入資格 5 人以上のアマチュア
期間 3 月27日㈮〜30日㈪の 9：00
の団体やグループ
〜14：00
対象となる事故の範囲 団体活動
参加費 3,000円
中やその他往復中の事故
申込方法 3 月16日㈪までに電話
保険責任期間 4 月 1 日㈬午前 0 時
で申込
〜平成28年 3 月31日㈭午後12時
■継続型こども水泳教室
※ 4 月 1 日㈬以後申込の場合は加
期間 4 月11日㈯〜 6 月20日㈯の
入手続日の翌日午前 0 時〜。
各週土曜 9：00〜14：00
申込方法 ①ゆうちょ銀行窓口で掛
※ 5 月 2 日㈯は休み。
金振込→加入依頼書の郵送（申込
参加費 7,000円
用紙等は、生涯学習課、因島瀬戸田
申込方法 3 月23日㈪までに往復
地域教育課、御調支所まちおこし
はがきで申込（必着）
課、向島運動公園、瀬戸田市民会 【共通事項】
館、瀬戸田町B＆G海洋センターに
対象 3 歳〜未就学児、小学 1 〜 6 年生
あります。）②インターネット加入
内容 【未就学児】幼児①・②コース
※詳しくはお問い合わせください。
【小学生】初級〜上級コース
問
■
（公財）スポーツ安全協会広島県支部
※未就学児は 1 クラス40分、小学生

電子メール

e
■

ホームページ

HP
■

申込先

申
■

問い合わせ先

問
■
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は 1 クラス60分。
定員 【幼児コース ・初級コース】各10人
【中級〜上級】各15人（抽選）
申■
問 〒722-0022 栗原町997
■
県立びんご運動公園
（☎0848 - 48 - 5446）

春のバドミントン
初心者受講生募集
①シニアの部（40歳以上）
日時 月曜10：00〜
②ジュニア（小学1年〜中学3年）の部
日時 土曜18：00〜
③一般の部
日時 土曜19：00〜
場所 ①びんご運動公園
②③長者原スポーツセンター
受講料 ①②③ 1 カ月2,500円
申■
問 中村
■
（☎090 - 7975 - 6093）

