
〜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! 今回は明徳中学校と音戸小学校
の生徒の皆さんが音戸の舟唄を披露してくれます。
多くの皆様のご来場をお待ちしています。
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まちづくりを応援する情報紙 第 　 号

2018年11月10日発行
発行：音戸町まちづくり協議会

（事務局TEL：52－1111）

110

音戸の瀬戸ふれあい広場
( 旧音戸支所跡地 )

◦場　所

12月１日㈯◦日　時

問い合わせ：きらきら音戸保育園  ☎52－2610

 ４日（火）もちつき会　保育園のおもちつきを応援しましょ
う。臼と杵でぺったんぺったん! おもちの試食もあります。
11日（火）カラダ調整　少しの運動と姿勢の意識で身体を調
整し育児中もリフレッシュしましょう。ウイング呉の健康運
動指導士さんが来てくださいます。
13日（木）人形劇　「この指とまれの絵本会」のみなさんの
人形劇を、保育園の友だちと一緒に楽しみましょう。
18日（火）プチ誕生会　10月、11月、12月生まれのお友だ
ちの誕生会です。クリスマスの飾りを作り、にぎやかにお祝
いしましょう。給食の試食もあります。
25日（火）おしゃべりデー　発育測定をしましょう。クリス
マスのサプライズがあるかも??お楽しみに!

イベントは

10時30分に始めます。

10:00
　〜15:00キラキラスマイル

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。
12月の子育て支援(キラキラスマイル)のイベントについてお知らせします｡

以上です。12月は盛沢山です。よろしくお願いします。

12月のイベントデー予定

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 (坪井)様より
　 厚くお礼申し上げます。

と　き   12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

エコバックを
持参して
ください。

主催・問い合わせ：早瀬女性会

秋早瀬のたまり場
　来てみんさい祭
日　時：11月25日㈰ 9:30〜12:00頃
場　所：旧早瀬保育所
駐車場：保育所横広場・旧早瀬小学校
　　　　　　　　　 （出入りは旧道から）
内　容：・食品バザー・手作り小物の販売
　　　 ・カラオケ・お楽しみ抽選会 など

2018西日本豪雨災害被災地支援
チャリティーコンサートin音戸
飾らないハートフルなステージ
真直ぐのびるクリアボイス

大山　百合香
・蒲原三姉弟（音戸の舟唄）・案山子団

12月22日(土)
 15：00開演（14：30開場）
音戸市民センター　2階ホール
（〒737-1205 呉市音戸町南隠渡1-7-1）

入場料：前売り2,000円/当日2,500円
主　催：音戸地区自治会連合会
共　催：脱温暖化ネットおんど・後　援：呉　市
お問合せ/音戸市民センター TEL:0823-52-1111

音戸市民センターからのお願い！！
現在呉市各市民センターに資源の拠点回収ボックスを設置
していますが，音戸市民センターでは，衣類品の回収ボッ
クスに，カバン，靴，陶器，ビニール製品等の回収できな
いものを入れる方が多く見受けられます。
どうか，今一度回収できるものをご確認のうえ，お持ちく
ださるようお願いをいたします。
回収できるもの　古着・古布・シーツ・タオル 等
回収できないもの　汚れたもの・濡れたもの・布団・まく
ら・カーテン・どてら・ビニール，ゴム製品 等

 問い合わせ：環境業務課　☎74－9100

野菜市野菜市

12月22日㈯10：00〜（売り切れ次第終了）

10：00〜（売り切れ次第終了）

いつもの場所でやってます。

と　き　12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　

今回は年末野菜市となります！



　　　　　〒737-1203　呉市音戸町鰯浜1丁目2-3 
お問い合わせは…TEL（0823）50-0321番（代表）　FAX（0823）51-0357番

12月13日㈭ 12月13日㈭ 
年末のひとときをみんなで
盛大に歌って笑って楽しく
過ごしましょう。

来年はあなたも
全国大会に出場して
みませんか。

うたごえ喫茶うたごえ喫茶
11：00～12：00

●3Fしおさいホール ●２Fテラス
14：00～15：00

9：45～

12月15日㈯・16日㈰ 12月15日㈯・16日㈰ 

毎週 水曜・金曜・日曜 毎週 水曜・金曜・日曜 開催中！開催中！

音戸の舟唄塾音戸の舟唄塾

うずしおラジオ体操うずしおラジオ体操

♬

年末特大号

★親子でクリスマスケーキ講座★ ★クリスマスケーキを作ろう講座★

★子供習字講座★
★作ろう！ステンドグラスdeクリスマス講座(全2回)★

▪日　時：12月23日（日・祝）　10時〜12時
▪対　象：小学生とその保護者　
▪定　員：12組　
▪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：11月20日（火）〜

▪日　時：12月24日（月）　
　　　　　●  9時30分〜11時30分 ● 13時〜15時
▪対　象：18歳以上　
▪定　員：各12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：11月20日（火）〜

▪日　時：12月26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・教材費 120円
▪用意する物：書道道具一式・新聞紙（１日分）
▪申し込み：11月20日（火）〜

▪日　時：12月12日（水）　10時〜15時
▪対　象：18歳以上
▪定　員：15名　
▪参加費：受講料 800円・別途材料費
▪用意する物：エプロン・軍手・いらないタオル
▪申し込み：11月20日（火）〜12月5日（水）

◎ 受付時間：毎日（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。
 　　　　　　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：
　 ハーバリウム（１月 30 日）

サンタ帽をかぶったかわいい犬
の顔ケーキを作ります。
写真は犬の顔をメインに作った
見本です。
当日は飾り等が変わります。
子供達を主役に親子で楽しいひ
とときを過ごしてみませんか？

マロン風味の切り株のケーキ
を作ります。
当日のケーキは多少飾りが変
わることがあります。
午前・午後で同じ内容の講座
ですので、ご都合に合わせて
参加していただくことができ
ます(*^▽^*)

課題は今年１年を表した言葉や
新年への抱負など、なんでもか
まいません。
半紙や長半紙など希望する大き
さの紙に書くことができます。
ぜひ参加してみてくださいね。

リース
直径：約２０cm
材料費：２,７００円

ツリー
飾り用フック付き
高さ：約２０cm
材料費：３，０００円

見本写真のベル飾りは希望
者に別売りいたします。
１２個入り：３００円

受付時にどちらの作品を作るか選んでくださいね。

短期講座受講生募集案内
音戸まちづくりセンターにて受付



11月8日「いい歯｣の日
音戸保健出張所だより

きらきら音戸保育園
（音戸町波多見 2丁目）

週 5日勤務 (8時間・4時間／日勤務有）
★時給：1,040 円★通勤手当有★要保育士免許
※詳細はご相談ください。TEL.52-2610 神垣まで

保育士 募集

★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★内科・人工透析・循環器科
呼吸器内科（土）・腎移植外科・泌尿器科（金・午後）（土）

〒737-1377　広島県呉市倉橋町 7382- 2
TEL：0823- 56- 2225

医療法人社団

院長　森本　忠雄

【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12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来てください。

●●●●● ●●●●●●●●● ●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●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
ももちゃんの
ポケットのえほんかい

よんでビンゴ

自動車
図書館

日時 11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 11月14日㈬,28日㈬,12月12日㈬  10:00～10:15
○明 徳 保 育 所 11月14日㈬,28日㈬,12月12日㈬  10:35～10:50
○音 戸 保 育 所 11月16日㈮,30日㈮,12月14日㈮  14:30～14:45

｢あなたと本の出合い｣
　　　コーナー
 今月は｢人権問題｣をテーマに、
 本の展示・貸出をしています｡
 どうぞご利用ください｡

楽しいお話いっぱい
のえほん会です。
聴きに来てね♪ 10/27㈯〜２/27㈬

いろいろな本を読んでビンゴを
完成させませんか？

プレゼントももらえますよ！

栄養士さんが
来ます！

　　　　　　　　　高齢になっても，豊かに楽しく過ごすために，｢80歳で20本の歯を保とう｣という “８０２０(ハチ・マ
　　　　　　　　ル・ニイ・マル)運動” が勧められています。仮に8020を達成できなかった方も，義歯(入れ歯)などを使
って，きちんと噛むことができれば，全身の栄養状態が良くなり，20本の歯がある場合と同程度の効果が得られます。 
　ところで，大人が歯を失う最大の原因は｢歯周病｣です。歯周病は，気づかぬうちに進行して歯茎や歯を支える骨を壊し
てしまう病気です。｢お口の健康チェック(歯周病編)｣の中で思い当たることがあったら，歯科医院で相談しましょう｡

お口の健康チェック(歯周病編)

①朝起きた時，　
　口の中がネバネバ
　しませんか？

④歯が動きま
　せんか？

⑦歯石がついて
　いませんか？

②歯ならびが悪く
　なったと思い
　ませんか？

⑤歯ぐきの色が　
　悪くなったと　
　思いませんか？

⑧歯みがきをすると
　出血しませんか？ 

③歯肉のはれが　
　ありませんか？

⑥口臭が
　しませんか？

⑨歯と歯の間に　
　物がつまり
　やすく
　ありませんか？



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

飛島・長門大和特定建設工事共同企業体

隠渡汚水幹線築造工事隠隠隠隠隠渡渡汚汚汚汚水水水水水幹幹幹線線築築造造造工工事事事事事事事事事隠渡汚水幹線築造工事隠渡汚水幹線築造工事隠渡汚水幹線築造工事隠渡汚水幹線築造工事隠渡汚水幹線築造工事
工事中はご迷惑をおかけいたしますが
ご協力の程、よろしくお願いいたします。

呉警察署
 ☎0823-29-0110

音戸消防署
 ☎26-0343

　犯罪被害にあって困ったときは，お早めに下記の電話相談窓口または
各警察署の警察安全相談係にご相談ください。
　緊急の場合や事件の通報は，１１０番または最寄りの警察署へ。

広島県警察の被害者相談窓口
名　　　称 電　　話　　番　　号

　警察安全相談電話 　０８２－２２８－９１１０(携帯電話，PHS，プッシュ回線は局番なしの♯９１１０)
　性犯罪相談電話 　０８２－２２２－１９８９(携帯電話，PHS，プッシュ回線は局番なしの♯８１０３)
　鉄道警察隊ちかん被害相談所 　０８２－２６３－０３００
　暴力団関係相談電話 　０８２－２２８－８０００
　悪質商法相談電話 　０８２－２２１－４１９４
　広島県警察ホームページ　http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/

◎公益社団法人広島被害者支援センターの電話相談窓口◎
　　広島被害者支援センターは，広島県公安委員会から「犯罪被害者等早期援助団体」
　に指定された，事件や事故の被害に遭われた方やご遺族を支援する団体です。
　〈電話相談〉　電話番号：０８２－５４４－１１１０
　　　　　　　　受付時間：毎週月～土曜日，第１・３日曜日　９：００～１７：００
　　　　　　　　(祝日，８月13日～16日，12月28日～１月４日を除く)
　　※面接相談は予約が必要です。まずは電話相談におかけください。

平成30年 秋季全国火災予防運動平成30年 秋季全国火災予防運動平成30年 秋季全国火災予防運動
１ 目  的
  この運動は，火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり，火災予防思想の一層
の普及を図り，もって火災の発生を防止し，高齢者を中心とする死者の発生を減
少させるとともに，財産の損失を防ぐことを目的として実施されます。
２ 防火標語（平成30年度全国統一防火標語）
     『忘れてない？サイフにスマホに火の確認』
３ 実施期間
 平成30年11月９日(金)から11月15日(木)までの７日間

犯罪被害者等支援
シンボルマーク

ギュっとちゃん

           ☆住宅防火 いのちを守る ７つのポイント☆
                －３つの習慣・４つの対策－
３つの習慣
○ 寝たばこは，絶対やめる。
○ ストーブは，燃えやすいものから離れた位置で使用する。
○ ガスこんろなどのそばを離れるときは，必ず火を消す。
４つの対策
○ 逃げ遅れを防ぐために，住宅用火災警報器を設置する。
○ 寝具，衣類及びカーテンからの火災を防ぐために，防炎品を使用する。
○ 火災を小さいうちに消すために，住宅用消火器等を設置する。
○ お年寄りや身体の不自由な人を守るために，隣近所の協力体制をつくる。

ひとりで悩まないで～犯罪被害に遭われた方へ～

　　　　　11月25日～12月１日は犯罪被害者週間です


