
●対 象　音戸町在住又は音戸町出身の新成人
　　　　 （平成９年４月２日〜平成10年４月１日生まれ）
●日 時　平成30年１月８日(祝日)
　　　　  受 付：10時00分〜　開 会：10時30分〜
●場 所　音戸まちづくりセンター多目的ホール
　　　　（音戸市民センター）
※駐車場は旧音戸公民館跡地をご利用下さい。

〜地域で心を込めてお祝いします〜

※問い合わせ：音戸地区社会福祉協議会事務局 音戸市民センター内　☎52－1111

新成人を
　  祝う会

音戸の瀬戸
まちづくりを応援する情報紙 第 　 号
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〜土曜の朝市〜

※エコバックをご持参ください。※エコバックをご持参ください。
※年末市の開催に伴い ,12 月の野菜市は中止とさせていただきます。

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!

音戸消防署の皆さんによる救命講習も行います。
多くの方のご来場をお待ちしております。

人権行政相談

心配ごと相談

あたたかい善意
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）
　厚くお礼申し上げます。

と　き　平成30年１月９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   平成30年１月10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

10：00〜(売り切れ次第終了)10：00〜(売り切れ次第終了)
◦日　時◦日　時 平成30年1月13 日㈯平成29年12月23 日㈯
◦場　所◦場　所 音戸の瀬戸ふれあい広場 ( 旧音戸支所跡地）音戸の瀬戸ふれあい広場 ( 旧音戸支所跡地）

●問い合わせ先：呉市音戸図書館  ☎ 50-0020

音戸図書館からのお知らせ

日時 12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

○きらきら音戸保育園 12月20日㈬,１月17日㈬10:00〜10:15
○明 徳 保 育 所 12月20日㈬,１月17日㈬10:35〜10:50
○音 戸 保 育 所 12月22日㈮,１月５日㈮14:30〜14:45

ももちゃんのポケットの
えほんかい

｢あなたと本の出合い｣コーナー
今月は｢掃除｣がテーマです。年末の大掃除・普段
からの上手な片付け方等，参考になる本をたくさ
ん展示・貸出しています。どうぞご利用ください｡

自動車図書館

平成30年､1月のキラキラスマイルの
予定についてお知らせします。
 ９日㈫  キラキラスマイルのはじまりです｡(ここまで年始のお休みです)  
　　　　今年が良い年になるように願って、書き初めをしましょう。
16日㈫  新 年 お 楽 し み 会  
　　　　お正月あそびをたくさん用意してお待ちしています。
23日㈫  おしゃべりデー 　
　　　　発育測定をしましょう。
30日㈫  つくってあそぼう 
　　　　もうすぐ節分。鬼のお面とマスをつくります。
以上，続いてよろしくお願いします。

きらきら音戸保育園の子育て支援

キラキラスマイルです。

問い合わせ：きらきら音戸保育園  ☎52－2610

11月15日の絵本会より

楽しいお話いっぱい
のえほん会です♪
聞きにきてね♪

地元産新鮮な野菜等の販売，飲食コーナーのほか，
お楽しみ抽選会も開催!

音戸中学校吹奏楽部によるミニコンサートも開催します。
多くの方のご来場をお待ちしております。

音戸の瀬戸ふれあい広場

年末市年末市



　文化講演会報告

〒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
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〒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

12月16日㈯・17日㈰
14：00～ ●2Fテラス
12月16日㈯・17日㈰
14：00～ ●2Fテラス

１月５日㈮～18日㈭
 ●うずしお１Fロビー
１月５日㈮～18日㈭
 ●うずしお１Fロビー

うずしおラジオ体操うずしおラジオ体操
毎週 水・金・日曜日 9：45～ 毎週 水・金・日曜日 9：45～ 

♬音戸の舟唄塾音戸の舟唄塾 写真展写真展音戸の魅力！

うずしおイルミネーションうずしおイルミネーション
点灯中点灯中

年末年始休館のお知らせ：12月29日㈮～１月３日㈬
（４Ｆ食事処かつら亭は異なります。直接☎51-4007へお問い合わせ下さい。）

★ブリザーブドフラワーで作るコサージュ講座★
▪日　時：１月31日（水）10時〜12時
▪対　象：16歳以上
▪定　員：20名　
▪参加費：受講料 400円・材料費 1,500円
▪用意する物：花ばさみ・ペンチ
▪申し込み：12月20日（水）〜

短期講座受講生募集 , 終了講座レポート及び文化講演会報告

　11月23日(祝･木)に、音戸まちづくりセンターホールにて､文化講
演会を開催しました。今年度は、安芸高田市にある広島県無形民族文
化財として、いち早く指定されるなど歴史の深い神楽団｢桑田天使神
楽団｣の公演でした。｢桑田天使神楽団｣は３年前にも公演して頂き大
好評でした。この度も、飛ぶようにチケットが売れ、あっという間に
完売いたしました。購入することができなかった多くの皆様には、大
変申し訳なく思っております。

　今回の公演は、｢滝夜叉姫｣｢恵比寿舞｣｢八岐大蛇｣の３演目でした。

　１つ目の演目｢滝夜叉姫｣は、大宅中将光圀が陰陽の術をもって立ち
向かい、激闘の末、滝夜叉姫をたおすという物語でした。鬼女面の中
でも最も恐ろしい形相のもので、姫の恨みが込められた悲しい物語で
もありました。

　２つ目の演目｢恵比寿舞｣は､愉快で滑稽な舞など心和む内容でした｡
この演目の最後に会場の皆様におもちが振る舞われました。

　３つ目の演目｢八岐大蛇｣は、素戔鳴尊が酔った大蛇と格闘のすえ退
治するという物語でした。８匹の大蛇と素戔鳴尊との立ち合いや大蛇
の動きが迫力満点でした。

　壮大なスケールと迫力、スピード感・躍動感あふれる迫真の演技、
豪華絢爛な衣装、そして、囃子方の太鼓や笛など、短い時間でありま
したが、感動を皆さんで共有することができました。

　帰り際、｢また観たいね。｣｢すばらしかったね。｣という声を多くの
方から聞きました。　

　沢山の方にご来場いただき、ありがとうございました。

絵や字はチョット苦手・・・という方ほど楽しめる絵てがみ。
右脳も活性化されると言われているそうです。そこで、松本先
生に絵てがみについてお話しをうかがいま
した。

❀絵てがみをかくきっかけは？
　退屈な毎日をムダに過ごしてしまわない様に｡
　多忙な毎日に心を無くしてしまわないよう様に｡　心に潤いが出来れ
　ば良いなァと思って絵てがみを選んでみました｡

❀絵や字が苦手だから・・・と二の足をふむ人もいますが・・・・。
　絵や字をかくプロではないので素直に心を
　表現することが大切で、上手にかく必要は
　ありません。

❀絵てがみの良いところは？
　老若男女や経験を問わず興味のある方は
　誰でも楽しめます。
松本先生ありがとうございました。

♪ 元気になれる絵てがみ講座（松本 叔子先生)

短期講座受講生募集 , 終了講座レポート及び文化講演会報告

スタンドは別売りです。

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

期末テスト対策にもご活用いただけます。
キャンペーンキャンペーン

秋の特別講習実施中！ 

小～高校生指導

仲間を増やそう！

カ
テ
キ
ヨ
ー
の

今
日
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音戸まちづくりセンターにて受付

◎ 受付時間：毎日（ただし12月29日〜1月3日を除く）
　　　　　　 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。
　　　　  　  ※ 電話での申込はできません。

◎ 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：
　　　春の和菓子（２月27日）



配布したお手元の「参加申込書」に名前を書いて清盛スポーツクラブ事務局までご持参下さい。
FAXやメールでの申込みも可能ですが、電話での受付けは行っていませんのでご了承ください。(問い合わせのみ可)
※ 締め切り :平成30年１月31日(水) まで

【お問い合わせ】清盛スポーツクラブ　事務局　　月～金　9：00～17：00
　　　　　　　　場　所：呉市音戸町波多見６－20－１　大浦崎体育館内　☎ 0823-50-0150　FAX：0823-50-0160
　　　　　　　　メール：kiyomorisportsclub@feel.ocn.ne.jp

開催日　平成30年２月17日(土）　
時　間　午前10時～12時
場　所　大浦崎体育館　　参加料　無料

サンフレッチェ広島のコーチが
サッカーの指導に来てくれます。

チャンスですよ！
ぜひ参加してプロの技を身に

つけてください。

サンフレッチェ広島の
　　　　　　コーチによる

※ シューズを忘れないで下さい。

小学生サッカー教室小学生サッカー教室

名 前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性別　男　・　　女

学校名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学 年

【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：平成30年1月10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｡ 身体計測もおこなっています｡ 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！

　　　　　　　　　　『ＵＰＤＡＴＥ！  エイズのイメージを変えよう』
ＨＩＶ / エイズについて，今，大きな転換期を迎えています。治療の進歩でＨＩＶ陽性者の生活は大きく

変わったのです。
エイズは，ＨＩＶ感染後平均 10 年ほどの無症状の時期を経て発症します。ＨＩＶ感染を早期に知り，

治療を早期開始・継続することでエイズの発症を防ぎ，ＨＩＶに感染していない人と同等の生活を送
ることが期待できるようになっています。

〜定例検査・相談〜
日時：毎月第２火曜日　午前９時から午前11時
場所：すこやかセンターくれ　2階（呉市和庄1丁目２-13）
内容：即日検査，要予約（☎0823-25-3525），匿名，無料

～レッドリボンは，エイズに
　  対する理解と支援の象徴です～
　　エイズの情報をＵＰＤＡＴＥ(更新)し，
　　｢知る｣ところから始めてみませんか？

12月１日は｢世界エイズデー｣
平成29年度のテーマ

平成28年の1年間でHIV感染者とエイズ患者をあわせ
た新規報告者数は，1,448件でした。新たなHIV感染
者は20～30歳代に集中していますが，エイズ患者は
30歳以上が多く，50歳以上が約29％を占めています｡

住 所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電 話

ふりがな

参加申込書



暖房器具からの火災を防ごう！
１　暖房器具での出火原因で多いのは，電気ストーブです。電気ストーブは，空気を汚さず，燃料も使わないのでクリーンで
　手軽な感じですが，以外と多くの火災が発生しています。器具やコードの損傷に注意しましょう。  
２　出火に至った経緯では，暖房器具の近くに洗濯物など燃えやすい物を置いたり，石油ストーブを消さずに給油したり，ガ
　ソリンを間違って給油したりして起きることが多く報告されています。
３　暖房器具からの火災を防ぐポイントとしては，次のとおりです。
　(1) 衣類などの燃えやすい物の近くで使用しない。
　　  よくあるのは，洗濯物を乾燥させることやカーテンの近くでの使用です。
　(2) スプレー缶などを暖房器具の上や近くに置かない。
　　  輻射熱などで加熱され破裂や爆発する恐れがあるので絶対にしない。 
　(3) 寝るときや外出するときには，必ず火を消す。（スイッチを切る！）
　　  寝返りなどで布団が接触して火災になる恐れがあります。
　　  また，電気ストーブなどは，コンセントを抜く習慣をつけましょう。
　(4) 石油ストーブ等のカートリッジタンクの口金は確実に締まったことを
　　  確認してからセットしてください。
４　一酸化炭素中毒の防止対策をしましょう。
　　火を使う暖房器具は，不完全燃焼が原因で有害な一酸化炭素が発生します。
　　いつの間にか，身体が動かなくなり，最悪の場合には，死に至ることもあります。
　　充分な換気をすることで防止できます。 

KIYOMORIKIYOMORI
きらきらひかる
　　　せとのまち 音戸

瀬戸内の平安絵巻・美しい里山と海づくり瀬戸内の平安絵巻・美しい里山と海づくり

地球温暖化対策地域協議会「脱温暖化ネットおんど」地球温暖化対策地域協議会「脱温暖化ネットおんど」

〒737-1205  広島県呉市音戸町南隠渡1丁目7-1
TEL 0823(52)1111 ／ FAX 0823(51)3123
Ｅ-mail：onsis@city.kure.lg.jp

〒737-1205  広島県呉市音戸町南隠渡1丁目7-1
TEL 0823(52)1111 ／ FAX 0823(51)3123
Ｅ-mail：onsis@city.kure.lg.jp

湯たんぽで  暖房の
設定温度は  20℃以下

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

音 戸 警 察 署 
☎51−0110 

年末年始には，金融機関やコンビニエンスストア等を対象とした強盗や，ひっ
たくりや車上ねらい等の街頭犯罪，依然として高水準で推移する特殊詐欺のほ
か，初詣等に伴う雑踏事故の発生が懸念されます。犯罪や事故に遭わないよう
いつも以上に気をつけましょう

　飲酒運転をして交通事故を起こした方は，｢失っ
たものしかなく失ったものはとても大切なものだ

った｡｣などの後悔で苦しんでいま
す。また飲酒運転には厳しい罰則
が設けられています。大切な家族,
自分を守るためにも飲酒運転は 絶
対にやめましょう。

実行するゼロを目指し なくそう犯罪･事故を

平成29年交通事故の発生状況

音 戸 消 防 署  
☎26−0343

暖房器具からの火災を防ごう！
これから寒くなり暖房器具を使用することが多くなってきます。火災を防ぐために次のことに注意しましょう。

広島県内の交通事故 高齢者の交通事故 飲酒運転による交通事故

発生件数 ６，４１０件 ( −６８８) ２，３６１件 ( −２２６) ５７件 ( −２９)

死者数       ６１人 ( ＋３人 )       ３４人 ( ＋２人 )      ２人 ( −４人 )

負傷者数     ８，００８人 ( −９７７人 )     １，３２５人 ( −１６７人 )      ８９人 ( −１６人 ) 

音戸警察署

イルミネーション点灯中！！
11月30日～12月25日

夕暮れ時は，
早めのライト点灯
お願いします

飲酒運転は犯罪です！

年末年始における犯罪，事故等の防止

９月末現在　※(　)内は昨年同年比

「交通安全」「交通安全」


