
〜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 ! 7月は音戸小学校児童
の皆さんが素敵なダンスを披露してくれます。多く
の方のご来場をお待ちしております。

とれたて，もぎたて新鮮野菜をお安く販売します。
　　　　 （なくなり次第終了します。）
　　　　お早めにお買い求めください。

音戸の瀬戸
まちづくりを応援する情報紙 第 　 号
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（事務局TEL：52－1111）
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人権行政相談

心配ごと相談

あたたかい善意
次の方からご寄付をいただきました｡
★あゆみ作業所へ
   ● 呉年金受給者協会音戸地区会 様
★音戸地区社会福祉協議会へ
   ● 山 本　成 江 様
 厚くお礼申し上げます。

と　き　７月10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11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

音戸の瀬戸ふれあい広場
( 旧音戸支所跡地）

◦場 所 エコバックを
ご持参ください。

７月７日㈯◦日 時
10：00〜（売り切れ次第終了）

問い合わせ：きらきら音戸保育園  ☎52－2610

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。

７月のイベントデー予定
 ３日㈫　つくって遊ぼう
　かわいい七夕飾りをつくります。お楽しみに！
10日㈫　おしゃべりデー
　子どもたちを遊ばせながら情報交換しましょう｡発育測定もできます。
17日㈫　小麦粘土で遊ぼう
　小さな子どもさんでも安心な小麦粉粘土を作って遊びます。
24日㈫　水遊び 水にぬれてもいい服装で遊びましょう。
31日㈫　　〃　 帽子・着替え・タオルの準備もお願いします｡

イベントは

10時30分に始めます。

10:00〜15:00

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
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24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？

第1２回　
わたしの“いのち”メッセージ展

応募期間：平成30年
　　　 ６月20日(水)～８月20日(月)
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，呉市ホームページでご覧ください。
　【問い合わせ】音戸会館（音戸町田原）☎51-3391

絵てがみを募集！

キラキラスマイル

消防車スケッチ大会 in 音戸の瀬戸

７月２１日㈯
10：00〜

野菜市野菜市

●日　時 7月28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
●前売券 6月20日㈬ 販売開始します
※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

●参加費　無料
●駐車場　音戸小学校横の広場(旧公民館跡地）

消防団のおじさんたちが
みんなを待ってるよ！

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音戸大橋を望み，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。
浴衣でご来場の方にはドリンクサービスあり



みんなで楽しく
元気に歌いましょう。

詳細はお問い合わせください。

音戸の魅力フォトコンテスト2018音戸の魅力フォトコンテスト2018

〒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

〒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

7月12日㈭ 11：00～12：00 7月12日㈭ 11：00～12：00 

作品募集期間：６月21日㈭～９月20日㈭作品募集期間：６月21日㈭～９月20日㈭

毎週 水・金・日曜日 9：45～ 毎週 水・金・日曜日 9：45～ 
うたごえ喫茶うたごえ喫茶 うずしおラジオ体操うずしおラジオ体操

★子供硬筆講座(全２回)★

★親子手作りパン講座★

★楽しい工作講座★

★楽しい工作(低学年)講座★

★親子で木工講座★

★子供習字講座★
▪日　時：７月27日・８月3日（金）　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（水）～

▪日　時：８月4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（水）～

▪日　時：７月25日（水）　10時～12時
▪対　象：小学生（3年生以下は保護者同伴）　
▪定　員：15名　
▪参加費：受講料 400円・材料費 300円
▪用意する物：除菌タイプのウェットティッシュ
▪申し込み：６月20日（水）～

▪日　時：７月31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 300円
▪用意する物：手ふき・学校に持って行く筆箱一式・粘土板(あ
　　　　　れば)・粘土型もしくは粘土の型おしのできるも
　　　　　の(ボタン・洗濯バサミ・貝殻・クリップなど)
▪申し込み：６月20日（水）～7月20日（金）

▪日　時：８月5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
　　　　　※別途保険代（最大166円／組）当日集金　
　　　　　　参加人数により、金額が変わります。
▪用意する物：のこぎり・かなづち・さしがね・きり
▪申し込み：６月20日（水）～

▪日　時：７月30日（月）　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（水）～

★楽しく絵をかこう講座★
▪日　時：８月1日（水）　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
▪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（水）～

★スイーツ(焼きチョコカスタードタルト)講座★
▪日　時：７月10日（火）　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（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。
 　　　　　　申込は直接音戸まちづくりセンターへ(先着順)

　　　※申込初日のみ、１人で複数人の申込はできません。
　　　　(ただし、同一世帯は除く｡）
　　　※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：
　・UVレジンでアクセサリー（９月５日）

UVレジンを
使ってキー
ホルダーを
作ります。

紙粘土を使って
板状の人形を
作ります。

小物入れ付き卓上
本棚を作ります。

夏休み！！子ども短期講座＆成人対象短期講座受講生募集

楽しい
工作

親子で
木工  スイーツ

楽しい
工作

(低学年)

★講座作品見本



￥4,320（消費税込、送料別）

【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。

●場所：総合ケアセンターさざなみ●日時：平成30年７月４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｡ 
※母子健康手帳を持ってお気軽にお越しください。

音戸保健出張所だより●●●●● ●●●●●●●●● ●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●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

○きらきら音戸保育園 ６月20日㈬,７月４日㈬  10:00～10:15
○明 徳 保 育 所 ６月20日㈬,７月４日㈬  10:35～10:50
○音 戸 保 育 所 ６月22日㈮,７月６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｢防災｣です。万が一の災害に備えて，防災グッズの
用意や避難の仕方等，準備はされていますか？
音戸図書館では，｢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。

友だちにおすすめの本コーナー
5・6月は音戸図書館の職員がおすすめの本を紹介しています。

自動車図書館

日時 ６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

ももちゃんのポケットのえほんかい
楽しいお話いっぱいの

えほんかいです。
聞きに来てね♪

◆ 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

保育士さんが来ます。

 のばそうよ 健康寿命 歯みがきで

身体・体力測定開催　音戸運動普及推進員主催の身体・体力測定を行います｡
　日 時　７月21日（土）
　　    9：30～11：30（受付時間 9：00～10：00）
　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）
　　　　　　　　　　　　　　【お問い合わせ】 会 長　島 田  英 美　☎52－0783

【内　容】　  
◆ 身体測定（血圧・体脂肪・骨密度測定等）
◆ 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）

歯周病は，口の中の病気だけでなく全身のさまざまな病気にも関わっています。
毎日歯と口の手入れをし，かかりつけ歯科医で定期的に健診を受けましょう。

平成30年度 歯と口の健康週間

40歳・50歳・60歳・70歳の節目年齢の方は，市内の
協力歯科医院で歯周病検診を受診することができます。

　　（予約性）　料金　900円

気管支炎
肺炎

早産　　　　
低体重児出産

脳卒中

心疾患

糖尿病

歯周病菌の
毒素

歯周ポケットとは
歯と歯肉の間にできる
溝のこと



ガケ崩れ.

塀の倒壊に注意！

  「備えあれば 憂いなし」

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

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

打ち水 de クールタウン
朝夕の打ち水後に冷房停止で CO2を削減

音 戸 消 防 署  ☎26−0343

　町民の皆様，６月は土砂災害の発生の可能性が高まる ｢梅雨入りの季節 ｣です。ひとたび大規模な災害が
発生すると, 道路や水道施設などのライフラインが寸断され, 十分な生活物資が確保できないことがあります｡
近年，経験したことのない自然災害が各地で発生しています。日頃から災害時の備えをしておきましょう。

　① テレビ・ラジオで最新の気象情報など災害状況を収集する。
　② 地域の危険箇所や避難場所までの安全な経路を知っておく。
　③ 避難のタイミング（夜間の避難は危険）
　④ 日頃から地域に合った対策を講じておきましょう。

※家の外にも危険がいっぱい。家屋のいたみや周囲の環境にも十分に気を配って災害に備えましょう。

　① 避難には時間がかかります。早めに避難しましょう。
　② 移動が難しい場合は，２階または，崖から離れた部屋で休みましょう。
　③ 隣近所で声を掛け合い，一緒に避難しましょう。
　④ 非常持出品（飲料水食料も最低３日分）を準備しておく。

★ 風水害に備え

★ 避難する時には

風水害に備える（集中豪雨・台風）

申込期間　平成30年５月７日(月)から同年６月29日(金)まで
参加資格　○ 一 般 チ ー ム（５人１チーム）広島県内に居住又は通勤・通学されている方で，５人１チーム
　　　　　○ 高齢者チーム（５人１チーム）広島県内に居住又は通勤されている方で５人１チームとし，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３人以上は65歳以上（平成30年７月４日の時点で65歳になる方を含む）
運動内容　７月４日(水)から11月30日(金)まで無事故・無違反150日の達成
参加費用　チーム１組5000円（1人あたり1000円）
無事故･無違反150日達成チームの中から抽選により贈呈！
 ○　50万円相当の旅行券　　１本
 ○　30万円相当の旅行券　　２本
 ○　10万円相当の旅行券　　３本
 ○　５万円相当の旅行券　　 ４本
 ○　３万円相当の旅行券　　20本
 ○　１万円相当のギフト券　50本

今年も梅雨の季節がやってきました。
　雨天時は，路面，路上の視認性が晴天時よりも悪く，車両の
制動距離も１.５から２倍になり，交通事故が増加します。
　急なアクセル,急ブレーキ,急ハンドル等を避け，
時間と心にゆとりを持った安全運転を心がけましょう。　

「備えあれば 憂いなし」

トライ•ザ•セーフティinひろしま2018
5人1チームで無事故・無違反・150日にチャレンジ！  目指そう！

さらに,高齢者チームには
Ｗチャンスとして

　１万円相当のギフト券  30本
が抽選で当たります！

達成されたチームに
表彰状と記念品を
贈呈します!!
　地域一体となって，
無事故・無違反を
目指しましょう
※詳しくは音戸倉橋交通安全協会まで

早めのライトの点灯

上向きライトの活用

※音戸分庁舎(旧音戸警察署)は、
　休日夜間､パトロール等により、
　つながらないことがあります。
　その場合は0823-29-0110に
　おかけ下さい。

呉警察署(代表電話)
☎29−0110

梅雨時の交通事故防止梅雨時の交通事故防止


