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人権行政相談

心配ごと相談

あたたかい善意
次のとおりご寄付がございました｡
●あゆみ作業所へ
　呉年金受給者協会音戸地区会
●音戸地区社会福祉協議会へ
   山本　成江さん(坪井）
　厚くお礼申し上げます。

と　き　７月11日（火）10時〜15時
ところ　音戸まちづくりセンター ３階（旧音戸公民館）
相談員　人権擁護委員・行政相談委員　

と　き   ７月12日（水）13時〜15時
ところ　呉市社会福祉協議会音戸支所        
　　　　  (音戸町高須３丁目７-15  総合ケアセンターさざなみ内)
相談員　民生児童委員

〜土曜の朝市〜
音戸の瀬戸ふれあい広場

音戸の瀬戸ふれあい広場 (旧音戸支所跡地）◦場 所
◦日 時７月15日㈯ 10：00〜

●問い合わせ：呉市音戸図書館  ☎ 50-0020

音戸図書館からのお知らせ

日時 ６月21日 (水）10:30〜11:00
場所 音戸まちづくりセンター
　　 ３階 音楽室

○きらきら音戸保育園  ６月21日,７月５日㈬ 10:00～10:15
○明　徳　保　育　所  ６月21日,７月５日㈬ 10:35～10:50
○音　戸　保　育　所  ６月23日,７月７日㈮ 14:30～14:45

｢あなたと本の出合い｣コーナー
 ６月のテーマは｢早めの防災｣です。
 図書館では，｢防災｣に関わるいろいろな本の展示を
しています。 どうぞご利用ください。

自動車
図書館

未就園児とその保護者さんへ

問い合わせ：きらきら音戸保育園  ☎52－2610

子育て支援センター

途中参加ＯＫ！

ももちゃんのポケットえほんかいキラキ
ラスマイル

７月のイベント予定
 ４日　つくって遊ぼう
 七夕かざりをつくります。
 (６月27日に予定していましたが変更しました｡
  ６月27日は、手作りおもちゃを作ります｡)
11日　おしゃべりデー
 ゆっくり遊びながら、発育測定もしましようね。
18日　スライムで遊ぼう
 不思議な感触のスライムをつくり遊びます。
25日　水遊び
 帽子・着替えやタオルを持っ来てね。

 ★月〜金曜日10時〜15時 園庭開放しています。

各種の模擬店やステージ企画等が毎年
大盛況です！風光明媚な音戸の瀬戸に
は，第１第２音戸大橋が望めます。
おいしいおつまみに生ビールで夕涼み
を満喫してください。

●日 時 7月29日㈯　
　　   17：30～20：00
●場 所 音戸市民センター
　　　  音戸まちづくりセンター
※飲酒される方は，くれぐれも
　お車でのご来場はご遠慮ください。

問い合わせ：音戸町まちづくり協議会
☎ 52－1111（音戸市民センター内）

夜
市

トワイライト
　 ふれあいフェスタ
トワイライト
　 ふれあいフェスタ

5月17日（水）えほんかいより

とれたて , もぎたて新鮮野菜を
お安く販売します。
お早めにお買い求めください。

６月21日
のえほんかい

は

100回目にな
ります

※エコバックをご持参ください。
◦場 所
◦日 時 ７月１日㈯ 10：00〜（売り切れ次第終了）

音戸の瀬戸ふれあい広場 ( 旧音戸支所跡地）

消防車を描こう！

問い合わせ：音戸町まちづくり協議会事務局☎52-1111

●参加費　無料
●駐車場　音戸小学校横の広場(旧公民館跡地）

消防車スケッチ大会 in 音戸の瀬戸
クレヨン，画用紙などは事務局で準備
します｡ (絵の具などの持ち込みOK)

●日　時　６月25日㈰ ９：00～12：00
●場　所　音戸市民センター前庭　
●対　象　幼児から小学生まで　　

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

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，音戸保育所園児による歌と踊りを披露します。
多くの方のご来場をお待ちしています。　　　
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音戸の舟唄塾

〒737-1203　呉市音戸町鰯浜1丁目2-3 
TEL（0823）50-0321番（代表）　FAX（0823）51-0357番

6月24日㈯・25日㈰
14：00～ ●2Fテラス
6月24日㈯・25日㈰
14：00～ ●2Fテラス

７月５日㈬～17日㈪
 ●1Fロビー

『昭和の音戸』
写 真 展

写真家 明田 弘司が撮影した、
昭和20年代から30年代頃の
人々の素朴な暮らしぶりなど、
何気ない音戸の日常風景です。

写真家 明田 弘司が撮影した、
昭和20年代から30年代頃の
人々の素朴な暮らしぶりなど、
何気ない音戸の日常風景です。

★子供硬筆講座（全２回）★ ★子供習字講座★

★楽しい工作（高学年）講座★★楽しい工作（低学年）講座★

★親子手作りパン講座★

★親子で木工講座★

★楽しいサイエンス講座★

▪日　時：７月31日・８月7日（月）10時〜12時
▪対　象：年中児〜小学生(２年生以下は保護者同伴）
▪定　員：15名　
▪参加費：受講料 800円
▪用意する物：６B鉛筆・下敷き・消しゴム
▪申し込み：６月20日（火）〜

▪日　時：８月4日（金）10時〜12時
▪対　象：小・中学生(小学２年生以下は保護者同伴)
▪定　員：15名　
▪参加費：受講料 400円・教材費(半紙代)120円
▪用意する物：書道道具一式・新聞紙(1日分)
▪申し込み：６月20日（火）〜

▪日　時：７月25日（火）13時〜15時
▪対　象：小学4年生〜6年生
▪定　員：15名　
▪参加費：受講料 400円・材料費200円
▪用意する物：のり･接着剤か木工用ボンド･はさみ･洗濯バサミ･色紙･
　色鉛筆･マジック･文鎮･筆記用具･カッター･カッター用マット(あれば)
▪申し込み：６月20日（火）〜７月19日（水）

★楽しく絵をかこう講座★

★スイーツ（ベイクドチーズケーキ）講座★

▪日　時：８月２日（水）10時〜12時
▪対　象：小学生(2年生以下は保護者同伴）
▪定　員：15名　
▪参加費：受講料 400円
▪用意する物：絵の道具一式・画用紙・新聞紙
▪申し込み：６月20日（火）〜

▪日　時：７月７日（金）10時〜12時
▪対　象：18歳以上
▪定　員：15名　
▪参加費：受講料 400円・材料費 1,200円
▪用意する物：エプロン・筆記用具
▪申し込み：６月20日（火）〜

▪日　時：７月25日（火）10時〜12時
▪対　象：小学1年生〜3年生
▪定　員：15名　
▪参加費：受講料 400円・材料費100円
▪用意する物：のり･はさみ･洗濯バサミ･色紙･マジック
　　　　　クレパス･筆記用具
▪申し込み：６月20日（火）〜７月19日（水）

▪日　時：８月５日（土）10時〜12時
▪対　象：小学生とその保護者
▪定　員：10組　
▪参加費：受講料 400円・材料費800円
▪用意する物：エプロン・筆記用具
▪申し込み：６月20日（火）〜

▪日　時：８月６日（日）10時〜13時
▪対　象：小学生とその保護者
▪定　員：10組　
▪参加費：受講料 400円・材料費1,000円
▪用意する物：のこぎり・かなづち・さしがね
▪申し込み：６月20日（火）〜

★日　時：７月26日（水）10時～12時　　　　　
☆一部　サイエンスショー(ひやっとする実験）
▪対　象：どなたでも(小学3年生以下は保護者同伴）　
▪参加費：受講料 無料・材料費 20円／人
☆二部　工作(のびろ棒）
▪対　象：3歳～小学生(3年生以下は保護者同伴）
▪定　員：30名（二部のみの参加はできません）　
▪参加費：受講料 無料・材料費50円／子供
★申し込み：６月20日（火）〜（一部・二部とも）

◎ 受 付：毎日（ただし年末年始を除く）
　　　　  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。
　　　　　　　　　　　申込は直接、音戸まちづくりセンターへ（先着順）
　　　　  ※ 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：スイーツ（シュークリーム）（９月５日）

夏休み！！子ども短期講座＆成人対象短期講座受講生募集夏休み！！子ども短期講座＆成人対象短期講座受講生募集

造形紙を使って
タワーを作ります｡

紙を使って
オリジナル
バッグを作ります｡

音戸まちづくりセンターにて受付

のびろ棒



からだと頭の目覚まし時計
５感(視覚，聴覚，嗅覚，味覚，触覚)を刺激しからだと頭が目覚めます。
栄養パワーで元気のもと
寝ている間も脳は働いています。朝ごはんでエネルギー(糖分)を補って脳の
働きを活発にしましょう。
よくかんで脳の働きが活発に
朝からよくかむことで，充分に脳へ刺激がいき，頭の働きがよくなります。
快便習慣への近道
胃に食べ物が入ると腸が刺激され排便しやすくなります。
肥満の予防
１日３回の食事は，肥満を予防します。
朝ごはんを食べないと・・・お昼にお腹がすいて，一度にたくさん食べる→
余分なエネルギーをためやすくなる 太る原因に

【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。
　　　　　母子健康手帳の交付，ご相談などで来所される際は，事前にご連絡いただけると助かります。

●場所：総合ケアセンターさざなみ●日時：７月５日（水）10時～12時　
お子さんの成長に関する育児・栄養相談はもちろん，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。

音戸保健出張所だより

保育士さんが

 来ます！

◆ 問い合わせ：音戸町まちづくり協議会事務局（音戸市民センター内）☎52-1111 ◆

きらきら通信では，広告＜2枠＞を募集しています。本誌の発行は，各事業所ほか皆様から
お寄せいただいた広告収入により賄われますので，多数の広告をお寄せください。
　　　　　広告サイズ：タテ50mm×ヨコ95mm（掲載料：１枠＝１万円）広告募集

　朝ごはんをしっかり食べることにより，
子どものころから規則正しい食習慣を身に
付けることができます。

朝からみんなで楽しく食卓を囲みましょう
～毎年６月は「食育月間」～

1日のスタートは朝ごはんから！

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

呉市中央1丁目3-1 井山ビル3階 　 0120-00-1111（携帯からも可）

＜入会金・交通費・諸経費不要＞

自宅でも、教室でも
スーパー家庭教師 による　　
１対１の指導が受けられます。

広島県家庭教師ネットワーク呉事務局・KATEKYO学院呉駅前校

期末テスト対策にお試しください！
キャンペーンキャンペーン
100分×4回パック 

小
〜
高
校
生
指
導



「梅雨」時期の注意事項

音 戸 消 防 署  ☎26−0343

音戸警察署 ☎51−0110 

　呉市内で，消防の名をかたる人物から不審な電話がかかる事例が多数発生しています｡
その内容は，住所と氏名を確認され，｢一人暮らしの高齢者宅に防災グッズを配布しています。
一人暮らしでよろしいですか？｣などと世帯情報を確認するものです。
　悪質な電話セールスの疑いや振り込め詐欺に利用されるおそれもあることから，消防の
名をかたる不審な電話に注意してください。

実行するゼロを目指し なくそう犯罪･事故を

　〇 消防職員・防災センター職員等の名をかたる場合や，不明瞭な言葉で，あたかも
　　 消防関係者からの連絡のように思わせる 
　〇 住所・氏名・世帯情報（高齢者または一人暮らし）などの個人情報を尋ねる 
　〇「一人暮らしの高齢者宅」を対象に連絡しているかのように思わせる 
　〇 防災グッズの配布が目的であるかのような話をする

◎災害に遭う前に次の事を準備しておきましょう
１ 家の周りの危険な場所を確認しておきましょう。
２ 避難所を確認しておきましょう。
３ 避難所までの経路を確認しておきましょう。
４ 避難袋を準備しておきましょう。

◎避難について
１ テレビやラジオ等で気象情報を入手しましょう
２ 移動には時間がかかります。早めに避難しましょう。
３ 移動が難しい場合は，２階又は，崖から離れた部屋で休みましょう。
４ 隣近所で声を掛け合い，一緒に避難しましょう。

　呉市消防局では，防災グッズの配布などを目的として住所，氏名，世帯情報などの個人情報を尋ねることは
ありません。また，郵送により防災グッズの配布を行うこともありません。  
　個人情報は安易に知らせないようにしてください。また，不審な郵便物や身に覚えのない品物が届いた場
合には，受け取らないようにしましょう。  
　消防の名をかたる不審な電話及び「防災グッズを配布します。」といった電話がありましたら，音戸消防署
にご連絡ください。

消防の名をかたる不審な電話にご注意を！

・受付時間　　開庁日8:30〜11:00，13:00〜16:00
・持 参 物　　有効運転免許証，手数料1,000円
  印鑑，写真(６ヶ月以内に撮影したもの　縦3.0㎝×横2.4㎝)  
※警察署での発行は本人申請のみです。代理人の申請はできません。

そんな方は・・・
運転免許証の自主返納ができます！

そんな方は・・・
運転免許証の自主返納ができます！

車を運転する機会が減った。
運転に自信がなくなった。

◆運転経歴証明書の発行方法◆

65歳以上の方が「くれ免許証返納者サポートタクシー」のステッカ－を
貼ったタクシーに乗り，運転経歴証明書を提示すると 運賃が１割引に！

提示をする
と…

自主返納をすると，身分証明書がなくなるから不便だと思っていませんか？運転免許証の有効期限内の返納であれば,
免許証と同サイズのカードで氏名・生年月日・住所・顔写真つきの運転経歴証明書を発行することができます。免許証と同サイズのカードで氏名・生年月日・住所・顔写真つきの運転経歴証明書を発行することができます。

★
重
要
★

電話内容
の

特徴等

注意！


