
〜土曜の朝市〜
音戸の瀬戸ふれあい広場

　地元産新鮮な野菜や魚介類の販売，飲食コーナーのほか，
お楽しみ抽選会も開催 !

　今回は６月26日に実施した｢消防車スケッチ大会｣入選者の
表彰式と音戸小学校児童によるソーランの出演もあります。
　沢山のご来場をお待ちしています。

音戸の瀬戸ふれあい広場 ( 旧音戸支所跡地）◦場  所
◦日  時８月６日㈯

８月13日㈯野菜市野菜市 10：00〜
※エコバックをご持参ください。

（売り切れ次第終了）10：00〜

保育士を募集しています！
　波多見保育所で働いていただける保育士を次のとおり
募集します。＊来年４月から波多見保育所は福祉法人お
んど福祉会(設立予定)が運営します

１募集人数　
　正 職 員　若干名
 （初任給170,700円／月)
　臨時職員　若干名
 （1,040円／時間）
２応募資格
　保育士の資格を有するか，平成
　29年３月までに取得見込みの人
３応募方法  
　履歴書を８月５日(金)までに
　提出してください。(正職員
　希望か，臨時職員希望か記入
　してください｡)

４応募先：
音戸社会福祉法人設立準備会 
 呉市音戸町南隠渡１丁目７番１号
 音戸市民センター内
 ℡0823-52-1111 
５説明会 
　履歴書を提出していただいた方
　を対象に,採用試験等の説明会
　(８月下旬)を開催いたします｡
６採用試験日：
　　  ９月下旬(予定)
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未就園児とその保護者さんへ

【問い合わせ】呉市波多見保育所  ☎ 52 － 2610

８月2日　水遊び  11時～
８月9日　おしゃべりデー(発育測定もしましょう)
 ☆16日　イベントはお休みです。

子育て支援センター

所庭開放は…月〜金曜日10時〜15時です。

●問い合わせ：呉市音戸図書館  ☎ 50-0020

キラキラスマイル

あたたかい善意人権行政相談
と　き

８月９日㈫ 10時〜15時

音戸まちづくりセンター３階
(旧音戸公民館)

人権擁護委員・ 行政相談委員

ところ

相談員

と　き

８月10日㈬ 13時〜15時

音戸町高須３丁目７−15
呉市社会福祉協議会音戸支所
(総合ケアセンターさざなみ内）

 民生児童委員

　次の方からご寄付をいただきました｡

●音戸地区社会福祉協議会へ
   山本　成江さん(坪井）

　厚く感謝申し上げます。

心配ごと相談

ところ

相談員

夏の夜市！
今年も ｢ 夏の夜市　トワイライトふれあい
フェスタ ｣ を開催します。音戸の瀬戸を眺
めながら夕涼みをお楽しみください。

●日 時 7月３０日土　
　　   17：30～20：00
　　　  ※ 雨天の場合，翌日７月31日（日）
●場 所 音戸市民センター
　　　（２階テラス,１階前庭）
●主な内容 ★ステージ ★各種模擬店等

★★恒例

※ビール前売券(飲食ブースでも使用可)を
　7月5日㈫より， 音戸市民センターで販売
　しています。
※ビール前売券は当日のみ有効です｡(換金・
　返金はできません｡）ただし，二日間とも中
　止の場合は返金します。

第10回　
わたしの“いのち”メッセージ展

応募期間：平成28年
　　　 ７月25日(月)～８月26日(金)
作品規定：作品は，絵と文字の入った｢絵手紙｣はがきサイズ。
　　　　　紙質･用具など画材は自由。
※ 応募要項は，各自治会で回覧します。
　【問い合わせ】音戸会館（音戸町田原）☎51-3391

絵てがみを募集！

日時 ７月20日 (水）10:30〜11:00
場所 音戸まちづくりセンター ３階 音楽室

８月のイベント＜途中参加OK！＞
楽しいお話いっぱいの

えほん会です♪
聞きに来てね♪

ももちゃんのポケットの
　　　　　　　えほんかい

音戸図書館からのお知らせ

８月23日　つくってあそぼう
　　　　　(金魚すくいごっこ)
８月30日　カタクリ粉あそび
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みんなで楽しく元気に歌を歌いましょう。

初めての方でもお気軽に遊びに来てください。

みんなで楽しく元気に歌を歌いましょう。

初めての方でもお気軽に遊びに来てください。

音戸の魅力溢れる作品ばかりです。
是非一度ご覧ください。
音戸の魅力溢れる作品ばかりです。
是非一度ご覧ください。

日 時：７月14日㈭
　　　11:00～
場 所：おんど観光文化会館
　　　 うずしお１Fロビー

うたごえ喫茶うたごえ喫茶うたごえ喫茶
戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸音戸の魅力！

作品展示会作品展示会
フォトコンテストフォトコンテスト

日 時：７月23日㈯
　　　～８月８日㈪

短期講座受講生のリクエストによる企画講座です。
初めてなので、わからないことだらけ・・・写真と併せて
紹介をしていきたいと思います。

今年は合板松葉編み盛りかご作りを行いました。
年に１回の講座ですが、初めての方と何度か作品作りをされている方が
一緒のものを作ることになります。
講座の回数は初心者が１つ完成させることができる目安で組んでいます｡
そのため、進み具合によっては都合が悪くて１回お休みされても大丈夫
だったり、先生に材料費を支払い、２個目を作ったりしています。
最終日恒例の小物づくりは、花結びのブローチとストラップでした。

アルファベットやブーツ、電話、花
などたくさんの種類のデザインの中
から自分の好きなものを選んでもら
います。
選んだデザインにより、難易度に差
が・・・先生はもちろんそんなこと
教えてくれませんでした(>_<)
左の写真の道具で削ったり、磨いた
りします。

銀粘土を選んだ型に入れます。
シルバーなのに銀粘土？と思われる
方も多いのでは？・・・焼くと
粘土と水分がなくなり純銀になるそ
うです。びっくり！
型が違っても粘土の量は同じ。
デザインによってはかなり薄くのば
さないといけないものも・・・
デザインを崩さないように気を付け
ながら、型からはずします。　

粘土が白くなって、黒い下敷きに置
いた跡がつかなくなれば､乾燥終了!
いらない粘土を削り、修正をしてい
きます。
誤ってデザインの部分まで削ってし
まわないよう、そーっと・・・祭り
の型抜きみたいです。
修正後、粘土を焼き、焼き上がった
ら、強度もあり割れることもないの
で心置きなく磨いていくと、シルバ
ーに！！  感動です！！

今回はトップ（チャーム）作りなの
でつける付属品は自由で、ネックレ
スやキーリング、ストラップなどが
できました。
今回は型に入れて作る簡単な初心者
向けの講座でしたが、指輪やＵＶ樹
脂を合わせたものなどいろいろな作
品を見せてもらいました。それぞれ
作り方にポイントがあって、今日よ
り少し難しいそうです。

★基本のソースの作り方講座★ ♪ シルバーアクセサリーを作ろう講座

♪ 籐工芸講座

★始めよう！楽しい英会話講座(全６回)★
▪日　時：９月14・28日・10月12・26日
　　　　　11月9・30日（水）　18時～20時
▪対　象：18歳以上
▪定　員：20名　
▪参加費：受講料 2,400円
▪用意する物：筆記用具
▪申し込み：７月20日（水）～

◎ 受付時間：毎日（年末年始を除く）８時30分～17時15分
 　　　　　　申込時に参加費を納めていただくようになります。
　　　　　　　　　　　　　※電話での申し込みはできません。
◎ 問い合わせ：音戸まちづくりセンター 
　　　　　　　（☎51-3322）
◎ 次回の短期講座の予定： 
　 陶芸(９月21・28日)・スイーツ(10月４日・11月１日)
　 インターネット基本(10月３・17・31日)

▪日　時：９月５日・10月３日（月）10時～13時 
▪対　象：18歳以上　
▪定　員：12名　
▪参加費：受講料 800円
　　　　　材料費 800円／回
▪用意する物：エプロン･筆記用具
▪申し込み：７月20日（水）～

♡９月：生クリーム
♡10月：トマト
～無駄なく１回で
　使い切りレシピ～

短期講座受講生募集＆終了講座レポート短期講座受講生募集＆終了講座レポート
音戸まちづくりセンターにて受付



対 象：介護保険の認定を受けていない65歳以上　　定 員：25人　
場 所：総合ケアセンターさざなみ
日 時：９月30日～12月16日の金曜日　13時30分～15時30分(全12回)
申 込：８月３日(水)までに､介護保険課または音戸保健出張所(音戸市民センター１階 
　　　  ☎50-0615)､総合ケアセンターさざなみ､最寄りの地域包括支援センターの窓口へ。
※申込書の記入が必要です｡(電話での申込はできません｡）
※申し込み多数の場合は選考。

参加者募集！

介護予防のための高齢者マシントレーニング教室
マシン等を使用して筋力アップをめざす教室です。

24時間受付
年中無休

入会金1万円のみで、永久会員。
●ホール葬・自宅葬・会場葬・寺院葬、全てにご利用いただけます。
●生前予約も出来て、安心！！

呉市音戸町坪井2 - 1 - 1

※月々の掛け金は不要なので安心！！

葬儀専用式場

葬儀専用式場

家族葬・個人葬に、ご利用いただけます。

大切な人だから真心込めて送りたい

やすらぎホール
呉市音戸町南隠渡1 - 6 - 2

まごころホール
〒737-1201　広島県呉市音戸町坪井3-10-3
TEL:0823-51-3703    FAX:0823-51-4357

  

ちりめんの本場  音戸　“音戸ちりめん”
唯一の網元

【お問い合わせ】
音戸保健出張所

（音戸市民センター内）
☎50－0615

（お願い）乳幼児健診など，業務
の関係でやむを得ず出張所職員が
不在になることがあります。
来所される際は，事前にご連絡い
ただけると助かります。

音戸保健出張所だより

お子さんの成長に関する育児相談
はもちろん，妊娠中・育児中のお
母さん自身の相談もうかがいま
す。身体計測も行っています。お
気軽にお立ち寄りください。
※母子健康手帳を持ってお越しく
ださい。

　●日時：８月３日（水）
　　　  10時～12時
　●場所：総合ケアセンター
　　　　　さざなみ

日　時　７月16日（土）９：30～11：30（受付時間 9：00～9：30）
場　所　音戸まちづくりセンターホール（音戸市民センター２階）
内　容　◆身体測定（血圧・体脂肪・骨密度測定等）◆運動体験コーナー（卓球）
　　　　◆体力測定（柔軟性・機敏性・筋力等）◆総合評価（測定結果の評価・指導等）

　３月～11月にかけて野外ではダニの活動が活発になります。
　野外のダニにかまれると，｢日本赤斑熱｣，｢重症熱性血小板減少症候群(ＳＦＴＳ)｣
｢つつが虫病｣などの病気になる危険があります。
　病気の原因になるダニは，室内にいるダニとは違うツツガムシやマダニ類で，森林
や草地などに生息し，動物を吸血します。吸血されても痛くもかゆくもありません。
大きさは0.5～3.5ミリメートルといろいろです。

★ダニにかまれないようにすることが重要★
　　野外で活動するときは，ダニにかまれないように肌の露出を少なくし，
虫よけスプレーなどを使いましょう。
★活動後は，衣服や体にダニがついていないかよく確認しましょう★
　　ダニは，主に袖口やズボンのすそなどから服の中に入ってきます。
野外で活動した後は，脇の下，足の付け根，手首，膝の裏，胸の下，頭部
などをよく確認してください。
活動して数日後に，発熱や発しんなどの症状がでたら，速やかに医
師に診てもらいましょう。

＊動きやすい服装・靴（骨密度測定を希望される方は，足首で測定します。
　着脱しやすい靴下・ストッキング）でお越しください。
＊タオル・お茶をご持参ください。
＊参加者にはイベント保険をかけています。また参加賞，試食も用意しています。
＊尚，本行事は「地域に根ざす健康づくり事業」です。
　　　　【お問い合わせ】 会長　島田英美　☎５２－０７８３

ダニが原因の感染症に注意！ダニが原因の感染症に注意！

音戸運動普及推進員主催の
身体・体力測定を行います。

予防
方法

身体・体力測定開催身体・体力測定開催

【問い合わせ】 介護保険課　☎25-3104

栄養士がきます！



　平成27年の5月から9月に全国で熱中症で約5万6千人の方が救急搬送されました。特に7月がもっとも多く，約2万5千人搬送
され，調査開始以降，過去最多でした。また，高齢者の割合も半数以上を占め，高齢者の方は特に注意が必要です。
　熱中症は，高温で湿度の高い屋内で作業中に起こるだけでなく，気温の高い室内で長時間生活していると体から熱が逃げにく
いため，熱中症になる場合があります。熱中症を防ぐために，次のことに気をつけましょう。

広告掲載のお問い合わせは音戸町まちづくり協議会 ☎(0823)52-1111・㈱呉精版印刷 ☎(0823)22-5011まで

実行するゼロを目指し なくそう犯罪･事故を

熱中症に気をつけましょう！

音 戸 消 防 署 
☎26−0343

音 戸 警 察 署 
☎51−0110

★熱中症の応急手当の方法！
①  　 涼しい場所に避難させ，衣類を脱がせてうちわ　 
　 などで風をあてる。
②       冷たいタオルや氷嚢などを首や脇の下，太もも　  
　 の付け根などに当てる。
　　　　　　　　③ 自分で水分補給ができない場合や　
　　　　　　　  意識がない，けいれんを起こして　
　　　　　　　  いる時は救急車を呼ぶ。

○ 試験対象 : 平成29年４月採用予定の警察官(男女)
○ 受付期間 : ７月１日から８月26日まで
○ 第１次試験(教養試験など)･･･ ９月18日
　 第２次試験(体力試験など)･･･10月８日又は９日
○ 第３次試験(面接試験など)･･･
　　　　　　　11月４日～11月10日で指定する日

★ 高齢者の交通事故防止
　 夕暮れ時や夜間帯に外出する際は，
　 白や黄色などの明るい色の服を着て，
　 反射材用品を着用しましょう。
★ 飲酒運転の根絶
　「汗をかいたら大丈夫。」は大きな間違いです。
　 入浴や運動をして汗をかいても，酔いが覚める
　 ことはありません！！
★ 自転車の安全利用の推進
　 夜間はライトを点灯し，交通ルールを守ってマナーの向上に努めましょう。

受験対象：平成29年４月採用予定者を対象とした試験です。
　　　　　受験可能な方は，昭和59年４月２日から平成11年
　　　　　４月１日までに生まれた方です。
　　　　　今回の試験は，現在高校３年生の皆さんも受験でき
　　　　　ます。また，本年度から受験対象年齢が32歳まで
　　　　　引き上げになっていますので，社会人経験をお持ち
　　　　　の方もぜひチャレンジしてみてください。
受付案内 :  受付期間内に，県庁，各警察署，駐在所等で配布し
　　　　　ています。
※ 広島県人事委員会のホームページからもダウンロードできます｡

平成２8年度
第2回警察官採用試験
申込み受付開始

広島県夏の交通安全運動実施
７月11日～７月20日

広島県夏の交通安全運動実施
７月11日～７月20日

★熱中症とは？
　室温や気温が高いと，体内の水分や塩分などのバランスが崩れ，
体温の調整機能が働かなくなり，体温の上昇やめまい，けいれん
などが起きる症状です。

★熱中症を予防するには！
① 部屋の温度は28℃を超えないように，エアコンなどを使う。
② 喉が渇かなくてもこまめに水分補給をする。
③ 無理をせず，適度に休憩をとる。
④ 栄養バランスの良い食事をとる。

首の周り・脇の下・太もものつけね
などを冷やす

飲めるようであれば
水分を少しずつ
頻回に取らせる

水 

分

詳しくは音戸警察署（☎ 0823-51-0110）まで！

イラストは，「熱中症対策リーフレット」（消防庁）（http://www.fdma.go.jp/）を加工して作成


