スポーツ
長者原スポーツセンター行事案内 （☎0848-48-5677）
9 月18日㈮
19日㈯
20日㈰
21日㈷
23日㈷
26日㈯

10月 3 日㈯ びんご同好会ラージボール卓球大会
尾道市おりづる出前教室
4 日㈰ キッズ合気道教室および演武会
第2回リトルスターズカップ（女子の部）ミニバスケットボール
10日㈯ 第6回原田カップミニバスケットボール（〜10／11）
第10回ポテト杯バドミントン大会
平成27年度尾道市スポーツフェスティバル
社交ダンス交流会
12日㈪
第36回市民硬式卓球大会
第3回なるたきカップミニバスケットボール（男子）
尾三地区ミニバスケットボール連盟秋季交歓大会兼審判講習会 ※行事案内は予定のため、
変更・中止されることがあります。
平成27年度尾道市スポーツフェスティバル
27日㈰ 第6回小中学生バレーボール親善大会（小学生の部）
第31回福山市長杯シングルステニス大会

■料金や申込方法の記載のないものは無料または申込不要です︒ ☎電話

■ファクス

FAX

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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HP http://bingo.npo-polano.or.jp/
県立びんご運動公園行事案内 （☎0848−48−5446）■

ポラーノグラウンドゴルフ大会
小学生陸上記録会東部ブロック大会
10月 1 日㈭
ろうきん友の会グラウンドゴルフ秋季大会
9 月16日㈬ 第10回広島県老人クラブ連合会ブロック別グラウンド・ゴルフ大会
第42回びんご地域官公庁卓球大会
中国・四国学生ソフトテニス選手権大会
（〜9／18）
3 日㈯
第33回広島県職員地区対抗硬式テニス大会
第24回全国移植者スポーツ大会
（〜9／20）
高円宮杯U−15プログレスリーグ2015（サッカー）
（10／3・11）
平成27年度尾道市スポーツフェスティバル
19日㈯
第11回市民ビーチボールバレー大会
平成27年度広島県高等学校野球秋季県大会
広島県東部地区月例稽古会（剣道）
JTA伝達講習会
（テニス）
（〜9／21）
4 日㈰ ダンスパーティー
尾道地区前期級位審査会
（剣道）
ラグビーオーバー40歳広島惑染クラブ大阪惑々クラブ交流試合
20日㈰ 平成27年度広島県高等学校野球秋季県大会準々決勝
第18回びんご地区社会人リーグ（サッカー）
（10／11）
広島ホームテレビ食協カップ第43回広島ママさん
バレーボール大会代表者会議
2015フルーツカップ中・四国女子6人制バレーボール大会
小学生陸上記録会因島・瀬戸田ブロック大会
2015JリーグU−14サザンクロスA
（サッカー）
8 日㈭
21日㈷
尾道グラウンドゴルフ神無月大会
フェニックスジュニアユース交流大会（サッカー）
（〜9／23）
ドッチビーおのみち大会
ヨネックス杯中四国中学ソフトテニス研修大会（〜9／23）
9 日㈮
備後地区交流大会（テニス）
22日㈷ U−13プログレスリーグ中国2015（サッカー）
（10／12）
平成27年度第2回広島県中学生長距離記録会
第30回びんご卓球大会
10日㈯
中四国ジュニアチャレンジマッチ（テニス）
（〜10／12）
尾道市スポーツダンス大会
23日㈷
高円宮杯U−13サッカーリーグ2015HiFAユースリーグ
広島ホームテレビ食協カップ第43回広島ママさん
バレーボール大会尾三地区大会
ポラーノスナッグゴルフ大会
11日㈰
第53回尾道市子ども会大運動会
秋季昇段・昇級審査会空手道
第32回福山スワローズ福山市長杯大会（野球）
（〜10／12）
26日㈯ 広島県女子ユース予選
（サッカー）
12日㈪ U-13プログレスリーグ中国2015
（サッカー）
平成27年度広島県高等学校野球秋季県大会準決勝
第21回尾道ライフソフトバレーボール大会
※行事案内は予定のため、
変更・中止されることがあります。
第12回びんごマスターズ水泳短水路大会
2015広島県シニア大会0−40・50・60
（サッカー）
27日㈰
平成27年度広島県高等学校野球秋季県大会決勝
栗原体育協会第26回町内グラウンドゴルフ大会
第31回福山市長杯シングルス大会
（テニス）
（10／4）
29日㈫ 第66回尾道グラウンドゴルフ交歓大会
30日㈬ 小学生陸上記録会南部向島ブロック大会

第46回因島総合体育大会
日程 10月12日㈷など
場所 因島運動公園など
競技種目 23種目
※種目により開催日時・場所が異な
ります。
申■
問 因島体育協会事務局
■
（☎0845 - 26 - 6206）

広報おのみち・平成27年9月

尾道市体育祭
日程 10月12日㈷
■向島運動公園（8：40〜）
●イベント ペタンク大会、スナッ
クゴルフ教室、キッズ体験教室な
ど（要参加費）
申込方法 9 月25日㈮までに所定
の用紙で申込
●向島運動公園無料開放
個人利用に限り、当日イベント開催

中の施設以外を無料開放します。
■びんご運動公園メインアリーナ
（9：00〜12：00）
●イベント 体力測定
※詳しくは、向島運動公園や長者原
スポーツセンターにある募集要
項をご覧ください。
申■
問 〒722-0073 向島町11098-289
■
尾道市体育協会事務局（向島運動
公園内☎0848 - 44 - 6700）

平成27年度尾道市スポーツ
フェスティバル（秋季）
各大会参加料が必要です。詳しく
は各大会要項をご覧ください。
■市民ビーチバレーボール大会
日程 10月 4 日㈰
場所 びんご運動公園健康スポー
ツセンター
競技部門 女子の部・男女混合の
部・親睦の部
申込期限 9 月19日㈯
■市民硬式卓球大会
日程 10月12日㈷
場所 長者原スポーツセンター
競技部門 団体戦（ 4 シングル 1 ダブル）

●フリーの部（満18歳以上で男女各
個人戦（一般・学生の男女別）
2 人）
申込期限 9 月26日㈯
●クイーンの部（満18歳以上の女性
■市民ソフトバレーボール大会
4 人）
○6人制の部（尾道ママさんバレーボー
【共通事項】
ル連盟加盟選手の参加制限あり）
場所 長者原スポーツセンター
日程 11月15日㈰
申込期限 10月31日㈯
競技部門
女子フリーの部（満18歳以上の女性 6 人） ■市民グラウンド・ゴルフ親善大会
日程 11月15日㈰
男女混成の部（満18歳以上の男女 6 人）
場所 向島運動公園グラウンド・ゴ
○4人制の部
ルフ場
日程 11月22日㈰
申込期限 10月15日㈭
競技部門
申■
問 尾道市体育協会事務局
■
（向島運
●オールドの部（満35歳以上で男女
動公園内☎0848
44
6700）
各 2 人の200歳以上）
●ミドルの部（満18歳以上で男女各
2 人の160歳以上）

くらしの窓

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。
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）

初めてのホストファミリー
タイラ・ジャイル・コバヤシ・メンドサ（メキシコ）

山本いつ子さん
☎0845

スポーツ

芸術・文化
情報アラカルト

今、日本の企業は国内だけ相手に
27-3800
していては成り立ちません。将来、
子どもが就職する頃は海外に出て
いく機会は今よりもっともっと増
えるはずです。英語が話せることが
一 番 い い と は 思 い ま す が 、私 は コ
ミュニケーションの方が大切ではないかと思い、ホス
トファミリーを受けました。
スマートフォンのアプリさえ使えば翻訳してくれ
ます。大企業は通訳をつけてくれます。でも、お互い理
解しようとジェスチャーやアイコンタクトをするこ
とで言葉の壁はもっと低くなると思うのです。私自身
が外国人というだけで、苦手意識が働き身構えてしま
います。子どもたちにはそうなって欲しくなかった。
AFSの行事に参加して少しずつですが、変わってきま
した。今では、堂々と日本語で話しかけ、日本語で答え
ています。
それから、海外に家族が増えるってとても素敵な出
来事です。

子育て

この一年間は、あっという間だっ
たし長かったとも思います。学校で
何も知らない私を助けたのは、クラ
スメイトと先生でした。日本の高校
生活は思ったより楽しく、厳しく、
面白かった。何かを説明されて私が
「メキシコでは違うな」って言ったら、誰も「いや、それ
は間違っている」と言わず「そうなの？」って興味を
持ってくれました。日本人は頭が固いというのは自分
の思い込みだったようです。
この一年間、体調を何回崩したか分かりませんが、
いつもホストファミリーが実の息子みたいに心配し
てくれました。こんなに「ファミリー」になれるとは思
いませんでした。私は小さいころ「家族は血の通った
一番大切な物」って教わりました。この一年間お世話
になったホストファミリーとは血のつながりはあり
ません。でも名前なんかいい。友達の上が家族だった
ら今の私の気持ちはそれ以上です。
今さら水くさいけど、ありがとう。この旅で会った
人は絶対忘れないから、私の事も忘れないでくださ
い。苦労もしたけど、やっぱり留学して正しかった、良
かったと思います。ありがとうございました。

AFS尾三支部

健康・福祉

留学の価値

相

日本語を教えるだけでなく、いろいろな楽しい行
事を学習者と体験できます。
日時 原則火曜19：00〜20：30
場所 日比崎公民館

内容 日本語を母国語としない学習者に日本語で指導
※教室の見学は随時受付中。
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9月

談

おのみち日本語教室からのお知らせ
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芸術・文化
図書館の催し

■料金や申込方法の記載のないものは無料または申込不要です︒ ☎電話

■ファクス

FAX

電子メール

e
■

ホームページ

HP
■

宝くじ文化公演
「夏川りみと
京フィルコンサート」
チケットは完売しました

申込先
問い合わせ先
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○「4コマの部」

■中央図書館（☎0848−37−4946）
●おのみちライブラリーコンサート
かわぐちかいじさん（尾道市出身
魚谷香緒里 秋をうたう
マンガ作家）の最終審査で、各賞が
日時 10月 3 日㈯ 19：00〜20：00
決定しました。市立美術館で展示し
■向島子ども図書館（☎0848−44−0114）
ています。
（敬称略）
●折紙教室
■テーマ
日時 9 月19日㈯ 10：30〜11：30
「平和」を明るく元気に描いたマンガ
テーマ 「本」
講師 亀田早苗さん（日本折紙協会
作品展示
師範）、高橋志典さん（折紙創作家）
期間 開催中〜9月23日㈷
●わくわく しの笛コンサート
場所 市立美術館 2 階ロビー
日時 9 月20日㈰ 14：00〜14：30
※入館料が必要です。
内容 「里の秋」、
「 赤とんぼ」など
問 文化振興課
■
（☎0848 - 20 - 7514）
（演奏：尾道しの笛会「野菊」）
■因島図書館（☎0845−22−8660）
●文化講座「古文書で知る因島」
○「1コマの部」
日時 9 月27日㈰ 10：00〜12：00
対象 大人
内容 因島に関する古文書「宮地家
文書」の訳文をもとに解説
講師 半田堅二さん（尾道学古文書
担当）
申込方法 電話か窓口で申込
■瀬戸田図書館（☎0845−27−1877）
●影絵で楽しむおはなし
日時 9 月26日㈯ 14：00〜15：00
「平和とは？」
場所 瀬戸田市民会館
村上 葵
内容 影絵「蜘蛛の糸」、
「 牛方とや
（三幸小学校）
「平和って」
まんば」
（上演：おはなしひろばポ
松本琴葉
レポレ）
（因島南中学校）

申
■

問
■

第5回
尾道マンガ大賞発表

※このコンサートは宝くじの助成により
行われます。
問 しまなみ交流館
■

（☎0848 - 25 - 4073）

広報おのみち・平成27年9月

エリックさんと英語でうたって！おどっちゃおう！
子どもTV番組に出演中のエリックさんがやって来ます。
日時 10月25日㈰
●Stage 1 12：30〜13：15 ●Stage 2 14：30〜15：15
場所 しまなみ交流館
料金（全席自由）
大人（高校生以上）1,000円、
3歳以上300円
※ 3 歳未満のひざ上鑑賞は無料。
チケット取扱 （一社）尾道観光協会尾道駅観光案内所、㈱啓文社新浜店・
ハピータウン店・コア福山西店 ほか
申■
問 文化振興課
■
（☎0848 - 20 - 7514）

広島交響楽団アンサンブル
コンサ−ト
日時 10月 3 日㈯ 19：00〜
場所 圓鍔勝三彫刻美術館
料金 大人1,500円、小・中・高校生
1,000円
※圓鍔勝三彫刻美術館でチケット
を販売中。
申■
問 圓鍔勝三彫刻美術館
■
（☎0848 - 76 - 2888）

第7回尾道文学談話会
子どもの文学

◇「向島地区音楽芸能フェスティバ
ル2015」
日時 10月10日㈯ 13：00〜（予定）
◇「向島地区お茶会2015」
日時 10月10日㈯ 受付10：00〜15：00
内容 抹茶、煎茶席
茶券 一席400円
茶券取扱 向島地区茶道部会
（新田☎0848 - 44 - 1553）
【共通事項】
場所 市民センターむかいしま
問 文化振興課
■
（☎0848 - 20 - 7514）

スポーツ

尾道市出身の横山美智子は、代表
クラス
セレナーデ
作に「級の光」、
「嵐の小夜曲」などが
ある小説家です。
期間 9 月18日㈮〜11月 9 日㈪
時間 9：00〜18：00（入館は17：30まで）
内容 命日の 9 月30日を中心に、書
籍や遺品等ゆかりの品を展示
料金 一般300円、中学生以下無料
問 文化振興課
■
（☎0848- 20- 7425）
文学記念室（☎0848 - 22- 4102）

子育て

◇「尾道の美展2015」
期間 10月 8 日㈭〜12日㈷
時間 9：00〜18：00
※最終日は17：00まで。
内容 尾道市文化協会「美術・華道
部」会員の作品展示

おのみち文学の館「文学記念室」
横山美智子特別展示

健康・福祉

尾道市文化協会第33回
総合文化祭「尾道の美展2015」
2015向島地区音楽芸能フェス
ティバル＆お茶会も並行開催

日時 11月 3 日㈷受付 9：00〜15：00
場所・担当
●浄土寺研修道場［茶道速水流滌源
会尾道支部］
●浄土寺方丈［裏千家淡交会尾道支部］
●西國寺［表千家同門会備後支部
（尾道）］
●浄泉寺［煎茶道三癸亭賣茶流尾道
支部］
茶券 一席700円（前売600円）
茶券取扱 上記各流派、今川玉香園
茶舗、藤原茶舗、尾道市文化協会
事務局（文化振興課内）
申■
問 文化振興課
■
（☎0848- 20- 7514）

日本遺産のまち 尾道を来訪者に
案内したり、尾道の文化遺産等を一
緒に調査する文化遺産パートナー
を養成するための講座です。
日時 9 月30日㈬18：30〜20：00
場所 しまなみ交流館
演題 「日本遺産のまち尾道を知る
①尾道の石造物と石工」
講師 文化振興課職員
問 文化振興課
■
（☎0848 - 20 - 7425）

くらしの窓

日時 10月 5 日㈪ 18：30〜20：00
場所 尾道市立大学美術館
講師 林原玉枝さん（童話作家）
定員 20人
申込期限 10月2日㈮
申■
問 尾道市立大学美術館
■
（☎0848 - 20 - 7831／水・木曜休館）

尾道小径散策秋の茶会2015

文化遺産パートナー養成講座

芸術・文化

日本遺産「尾道水道が紡いだ
中世からの箱庭的都市」④

談
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相

広報おのみち・平成27年9月

情報アラカルト

「ふもとにそひて家々所せくならび
つつ、
あみほすほどの庭だにすくなし。
西よりひんがしに入うみとをく見え
て、朝夕しほのみちひもいとはやりか
なり。
風のきをひに従ひて、
行くる舟の
ほかげもいとおもしろく、遥なるみち
のくつくし路のふねも多くたゆたゐた
るに、
・
・
（略）
」
この名文は、南北朝時代の著名な武将であり歌人の今川了俊が書いた紀行文『道ゆきぶり』の一節である。中世
の尾道の様子を最も美しく表した文章で、尾道三山と尾道水道に囲まれた港町に網を干すほどの庭も少ないほ
ど、家々が密集しており、尾道水道は潮の流れも速く、風の吹くまま行き交う船の帆影も面白く、遠く東北や九州
への船も寄港しているなど、当時から既に自然の良港として、瀬戸内随一の港町の発展の様子がうかがえる。
問 文化振興課
■
（☎0848- 20- 7425）

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（祝日は開館）

圓鍔勝三彫刻美術館 ☎0848
平山郁夫美術館 ☎0845
27-3800
76-2888
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

時 間 9：00〜17：00（入館は16：30まで）
休館日 無休

■キャプテン・クック探検航海と「バン
クス花譜集」
展
期間 開催中〜 9 月23日㈷
料金 大人800円、高校生550円、中学生以
下と70歳以上（要年齢確認）は無料

■特別展「圓鍔勝三 生誕110年展」
期間 開催中〜11月29日㈰
料金 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

■平山郁夫の原点 瀬戸内とシルクロ
ード〜アフガニスタンを行く
期間 開催中〜10月 2 日㈮
料金 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 ☎0845
27-0800

☎0848

20-7831

時 間 10：00〜18：00
休館日 水・木曜（祝日は開館）

時 間
休館日

☎0848

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

時 間 9：00〜17：00（入館は16：30まで）
休館日 無休

■料金や申込方法の記載のないものは無料または申込不要です︒ ☎電話

■第3回揺籃展
大学院美術研究科日本画コース修了生
の近作を展示します。
期間 9 月26日㈯〜10月25日㈰

■コレクションプラス 街を描く
期間 開催中〜 9 月27日㈰
料金 一般800円、中学・高校・大学生
300円
（市内学生無料）

■館蔵品展「耕三寺と俳句」
期間 開催中〜12月6日㈰
料金 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
37-6555

時 間 10：00〜18：00
休館日 木曜

☎0848

20-0400

■第27回企画展示「住友と尾道の歴史
再縁〜野口孫市と住友建築部〜」
期間 開催中〜10月14日㈬

平成27年度尾道市立大学
教養講座

☎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

■呉清源先生ゆかりの碁盤展示中
料金 大人300円、中学生以下無料

時 間 10：00〜18：00（入館は17：30まで）
休館日 火曜（祝日は開館）

■特別展「知られざる尾道仏教美術−
慈観寺編」
期間 9 月19日㈯〜11月 8 日㈰
料金 一般200円、共通500円（映画資料
館も観覧可）、中学生以下無料

尾道市立大学の教員が各専門分野に基づくテーマで6回にわたり公開講座を
開講します。

【共通事項】日時 10月 7 日㈬〜11月25日㈬ 18：30〜20：00
【第 4 回】11月11日㈬
場所 しまなみ交流館大会議室
小泉八雲の英語が語る松江
問 尾道市立大学地域総合センター
■
（☎0848 - 22 - 8311［代表］） 講師 平山直樹（日本文学科准教授）

■ファクス

FAX

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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【第1回】10月7日㈬
尾道の産業に焦点を当てた経済波及効果
講師 岡本隼輔（経済情報学科講師）
内容 地域創生に向けた動きが求められていますが、開通に歓
声が沸く中国やまなみ街道や、世界各地からサイクリストが
集結するしまなみ海道など、一種の観光産業集積地とも言え
る尾道に期待される経済効果は大きいと考えられます。
【第 2 回】10月14日㈬
人材採用・育成と経営上の課題：社長の本音から学ぶべきこと
講師 藤原靖也（経済情報学科講師）
内容 なぜ社長の方針ではないことが社内で繰り広げられ
るのか。人材が増えていくごとに、組織内におけるパワー
バランスが変化します。今回はさまざまな事業を展開して
きた社長をお招きし、実務面での失敗体験を含め、多くの
経営者が悩む人材育成についての課題を見ていきます。
【第 3 回】10月21日㈬
尾道の認知地図
講師 塚本真紀（日本文学科准教授）
内容 「尾道に住み慣れること」を認知地図の特徴からとら
えてみます。認知地図とはその場所の位置や特徴などの情
報で構成された心の中の地図です。心の中につくられた
「尾道の認知地図」は住み始めの人と住み慣れた人でどの
ように異なるのでしょうか。皆さんの認知地図とも比較し
ながら考察していく予定です。
広報おのみち・平成27年9月

内容 近年の姉妹都市提携や今年3月の高速道路「中国やまな
み街道」の開通で、松江がより身近になってきています。今
回は1890年から約1年半松江に滞在した小泉八雲の作品を
英語で読みます。彼が外国人の視点で語った松江を知るこ
とによって、今後の松江訪問をより楽しいものにしていた
だきたいと思います。

【第 5 回】11月18日㈬
尾道を検索しよう
講師 木村文則（経済情報学科講師）
内容 インターネットって難しいと思っていませんか。
Googleなどの検索エンジンのちょっとしたコツを知るだけ
で、色々なことを調べられます。試しに、尾道のことを検索
エンジンを使って調べてみましょう。その際に使うちょっ
としたコツを紹介します。
【第 6 回】11月25日㈬
ザ・ビートルズに学ぶデザイン、広告、PR
講師 世永逸彦（美術学科教授）
内容 20世紀最大のロックグループ「ザ・ビートルズ」。彼ら
は各個人の才能だけでも成功する可能性が十分にありまし
た。しかし要の音楽以外にも巧みなビジネス戦略が存在し、
デザイン、広告、PR、マーケティングを駆使することによ
り、その成功はより早く、より巨大なものとなっていきまし
た。伝えられるエピソードを写真や映像と共に紹介します。

