第10回尾道トラック祭り
日時 9 月23日㈷ 9：30〜16：00
場所 尾道地区総合トラックセンター
内容 大型トラック運転席体験
コーナー、お祭り屋台ほか
問 広島県トラック協会尾道支部
■
（☎0848 - 46 - 4538）

第4回因島キッズフェスタ

第16回国際交流バーベキュー

おのみち市民大学講座連携企画
若者チャレンジ講座発表会
受講生が講座で磨いてきた、地域
で取り組みたいプランの発表会を
行います。
日時 9 月19日㈯ 13：00〜17：00
場所 ONOMICHI SHARE（土堂
二丁目住吉神社東側）
講師 尾野寛明さん（総務省地域力
創造アドバイザー）
定員 20人 申込期限 9月16日㈬
申■
問 政策企画課
■
（☎0848 - 38 - 9435）

みんなで創ろう！わたしたち
の公民館
第2回おのみち公民館
いきいき講座

尾道ふれあいの里
第22回カップリングパーティー

若手人材育成セミナー
「3Dプリンターでなにができるか」

講師が自らの経験
の中から編み出した
独学勉強法。この方法
をうまく活用して、あ
なたの生涯学習を一
歩前にすすめてみませんか。
日時 10月24日㈯ 13：30〜15：00
場所 尾道商業会議所記念館
※駐車場はありません。
対象 生涯学習に興味がある人
講師 柳川範之さん
（東京大学経済学部教授）
定員 30人程度
申込期限 10月16日㈮
申■
問 生涯学習課
■
（☎0848 - 20 - 8324）

情報アラカルト

日時 9 月25日㈮ 16：00〜17：30
場所 福山市ものづくり交流館
内容 製造現場での3Dプリンターの
利用の現状と今後の可能性の紹介
講師 山田知広さん（福山職業能力
開発短期大学校講師）
※詳しくは福山市ホームページを
ご覧ください。

おのみち市民大学講座
東大教授が本気ですすめる
「独学勉強法による生涯学習」

芸術・文化

日時 10月 4 日㈰11：30〜15：00
（受付10：30〜）
対象 25〜45歳の独身の人
定員 男性・女性各40人
料金 男性4,000円、女性2,000円
※詳しくはお問い合わせください。
申■
問 尾道ふれあいの里
■
（☎0848 - 77 - 0177）

「 人 権 」と「 命 の 尊
さ」について、一緒に
考えてみましょう。
日時 10月22日㈭
19：00〜21：00
場所 ベル･カントホール
演題 いのちと夢のコンサート
講師 弓削田健介さん（放浪の合唱作曲家）
※手話通訳あり。
※託児あり（10月 7 日㈬までに要申込）。
申■
問 人権文化センター
■
（☎0848 - 37 - 2631）

スポーツ

日時 9 月18日㈮ 13：30〜15：00
場所 市公民館（御調町）
演題 得意ワザでまちづくり☆好き
なことが役に立つ!〜みんなでちょ
こっとやってうんと楽しも♪〜
講師 平木久恵さん（グリーンブ
リーズ代表取締役）
問 中央公民館
■
（☎0848 - 38 - 1243）

いのちの輝きセミナー2015

子育て

10月18日㈰ 11：00〜14：00
※雨天決行。
場所 びんご運動公園オートキャンプ場
定員 60人
料金 中学生以上500円、小学生300円
（外国人は無料）
申込期限 10月14日㈬
申■
問 フィーラス華
■
（☎090 - 7994 - 5461）

申■
問 福山市産業振興課
■
（☎084 - 928 - 1039）
HP
■http：//www.city.fukuyama.hiroshima.jp/

健康・福祉

日時

教室・講座

くらしの窓

日時 10月18日㈰ 9：00〜15：00
場所 因島フラワーセンター
内容 ステージ、模擬店、親子で楽
しめる遊びなど
※一部有料コーナーあり。
問 因島キッズフェスタ実行委員会
■
（☎0845 - 24 - 1000）

etc…

相

談
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尾道勤労青少年ホームの教室

■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

日時 10月24日㈯ 15：00〜17：00
場所 旧三庄中学校グラウンド
■バドミントンクラブ（自主サークル）
対象 市内在住か勤務先のある人
日時 火曜19：00〜20：50
（定員30人）
場所 勤労者体育センター
講師 NPO法人しまなみスポーツ
定員 20人
クラブスナッグゴルフ部の皆さん
料金 1 回200円（シャトル・コート代） 申込期限 10月20日㈫
持参物 体育館シューズ、ラケット等
■秋のゴルフ教室
申込方法 9 月30日㈬ 19：00まで
日時 10月26日〜11月30日の月曜
に料金を添えて申込
19：30〜21：30
■初めての料理（後期）
※11月23日㈷休講。
日時 10月〜 3 月の第 2・4 木曜
場所 因島重井ゴルフセンター
19：00〜20：50
対象 市内在住か勤務先のある35
内容 だしのとり方、切り方、簡単
歳未満の人（定員10人）
な料理の実践など
講師 斉藤功樹さん（日本プロゴル
講師 西山廣子さん
フ協会ティーチングプロ）
定員 12人
※ゴルフセンター入場料必要。
料金 9,000円（食材費等含む）
申込期限 10月20日㈫
持参物 エプロン、ふきん 2 枚
■着物着付け教室
申込方法 10月 1 日㈭19：00までに
日時 10月29日〜11月26日の木曜
料金を添えて申込
19：30〜21：30
【共通事項】
対象 市内在住か勤務先のある15
対象 市内在住か勤務先のある15
〜35歳未満の女性（定員15人）
〜35歳未満の人（学生は除く）
講師 平岡圭子さん
※新規会員は別途登録料600円が必要。
申込期限 10月26日㈪
申■
問 尾道勤労青少年ホーム
■
【共通事項】
（☎0848- 22- 5396／13：00〜21：00） ※新規会員は別途登録料500円が必要。
申■
問 因島勤労青少年ホーム
■
因島勤労青少年ホームの教室
（☎0845 - 24 - 1228／水曜休館）

■ファクス

FAX

電子メール

e
■

■海外旅行に役立つトラベル英会
話（初級）
日時 10月20日〜12月15日の火曜
19：30〜21：30
対象 市内在住か勤務先のある35
歳未満の人（定員15人）
講師 猪原俊郎さん（フレンドシッ
プフォース広島事務局長）
申込期限 10月15日㈭
■スナッグゴルフ交流会

ホームページ

HP
■

申込先

申
■

問い合わせ先

問
■
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B型肝炎訴訟

尾道説明会

日時 9 月26日㈯ 13：30〜15：30
※受付は15：00まで。
場所 尾道国際ホテル
内容 集団予防接種によるB型肝炎
ウイルス感染被害者が救済を受
けるための手続説明等
問 全国B型肝炎訴訟・広島弁護団事
■
務局（☎082 - 223 - 6589）

etc…

募集

「尾道市まち・ひと・しごと創
生人口ビジョン（案）」および
「尾道市まち・ひと・しごと創
生総合戦略（案）」のパブリッ
クコメント募集
人口の将来展望に係る「尾道市ま
ち・ひと・しごと創生人口ビジョン」
と地方創生の取り組みの方向性を
示す「尾道市まち・ひと・しごと創生
総合戦略」を策定するため、次のと
おりパブリックコメントを募集し
ます。
対象（次のいずれかに該当する場合）
●市内に住所・所在地を有する人・団体
●市内の事業所・学校等に通勤・通
学している人
●市に対する納税義務を有する人・団体
●策定案に利害関係を有する人・団体等
公表期間・意見募集期間
受付中〜 9 月28日㈪17：15（必着）
公表場所
市ホームページまたは政策企画課
意見提出方法 持参か郵送、FAX、
Eメールで提出
※意見書の書式は自由（住所・名前
の記載は必須）。
申■
問 〒722-8501 久保1丁目15-1
■
政策企画課
FAX 0848 - 37 - 2740）
（☎0848 - 38 - 9316 ■
e kikaku@city.onomichi.hiroshima.jp
■

尾道市環境審議会委員募集

■人権講演会
日時 12月 6 日㈰ 13：30〜
場所 しまなみ交流館ホール
演題 「二人三脚で乗り越えた日々〜今日も二人で〜」
講師 小山明子さん（女優）
定員 650人（抽選）
※手話通訳・託児あり。
※入場整理券が必要（11月下旬頃送付）。
申込方法 11月6日㈮（必着）までに、往復はがきの往信欄裏面に「①郵便
番号②住所③名前④年齢⑤電話番号⑥参加希望人数（はがき 1 枚につ
き 2 人まで）」、返信欄表面に「申込者の宛名」を記入のうえ郵送
※講演会の間、未就学児で託児が必要な人は「⑦子どもの名前⑧子どもの年
齢」も併せて記入し「託児希望」と朱書きしてください。
（託児定員30人）
■人権展
募集作品 いのち・愛・人権・平和を大切にしようとする気持ちがあふれた
作品（標語・ポスター・絵画・絵手紙・ちぎり絵・書・短歌・俳句・写真など）
申込方法 10月30日㈮までに、作品と「住所、名前、電話番号」を記入のう
え申込
※作品は、
「いのち・愛・おのみち」人権展に展示するとともに、啓発資料と
して活用します。
申■
問 〒722-0041 防地町26-24 人権推進課
■
（☎0848- 37- 2631）

健康・福祉

オータムジャンボ宝くじ発売

子育て

この宝くじの収益金は市町の
明るく住みよいまちづくりや環
境対策、高齢化対策などの福祉向
上に使われます。
発売期間 9 月28日㈪〜10月16日㈮
問 公益財団法人広島県市町村
■
振興協会（☎082- 223- 6545）

第14回手づくり・尾道門前市
出店者募集

スポーツ

市（手芸、雑貨、フェルト、木工他）
料金
●境内 1 ブース1,000円（限定40ブース）
●参道 1 ブース2,000円（テント付き
限定 8 ブース）
申■
問
■
（一社）尾道観光協会
（☎0848 - 37 - 9736）

芸術・文化
情報アラカルト

日時 11月 1 日㈰ 10：00〜15：00
場所 妙宣寺（千光寺山ロープウェ
イ山麓駅すぐ）
※雨天時は大広間にて開催。
内容 ハンドメイド小物の展示、販売

くらしの窓

市の環境保全について調査、審議す
るための審議会委員を公募します。
応募資格（次のすべてに該当する人）
●市内に 1 年以上在住で、平成27年
4 月 1 日現在満18歳以上の人
●本市の他の審議会等の委員に選
任されていない人
●年 2 〜 4 回程度、平日の日中に開
催する会議に出席可能な人
●国・地方公共団体の議員および職
員でない人
募集人数 3 人程度（任期 2 年間）
応募方法 10月 6 日㈫必着までに、
「①名前（ふりがな）②生年月日③
性別④住所⑤電話番号⑥作文『尾
道市の環境について』
（ ※）
（1,000
文字程度）」を記載のうえ、持参か
郵送、Eメールで応募（様式自由）
※作文は関心のある環境項目（自然
環境、生活環境、環境保全活動な
ど）をテーマに記載。
申■
問 〒722-8501 久保一丁目15-1
■
環境政策課（☎0848 - 38 - 9434）
e kankyo@city.onomichi.hiroshima.jp
■

第28回「いのち・愛・おのみち」人権講演会参加者・人権展作品募集

相

談
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