
 ５月　各地区が取り組むまちづくりイベント情報

日 曜日 時間

18 土 9:00～ ウォーキング会
スポーツ会館 東側
（集合場所）

ウォーキングで健康づくりをするとともに自然を
満喫しながら地元のすばらしさを再確認してくだ
さい。

第６地区運動普及推進協議会
第６地区まちづくり委員会
℡050-3472-2237
（片山コミュニティ）

25 土 9:30～
荘山田村自然公園

プロジェクト
荘山田村自然公園

荘山田村自然公園の清掃・桜の手入れ等を行いま
す。

第６地区まちづくり委員会
℡050-3472-2237
（片山コミュニティ）

中央 18 土 9:00～
第１０回

中央地区まるごと
ウォーキング大会

呉市中央公園
（児童公園）

距離別（1㎞，3.5㎞，6㎞）にコースがあります。
当日は９時までに呉市中央公園に集合してくださ
い。
参加賞：スポーツドリンク
ゴール後，児童公園で防災訓練を兼ねた炊き出し
を行います。（参加費100円）

くれ中央地区まちづくり委員会
中谷会長
℡(0823)21-2420

三条 5 日祝 10:00～ 子ども祭
両城小学校　校庭
（雨天：同小学校体育館）

三条地区の幼児・小学生を対象としたかけっこ，
キャタピラ競争，風船わりなどの催し物がありま
す。

第９地区社会福祉協議会
山上会長
℡(0823)25-0567

11 土 9:30～ 第29回詩歌創作大会 吉浦まちづくりセンター
郷土に伝わる古歌を守り伝えるために，地域の
小・中学生による詩歌創作大会を行います。

詩歌創作大会実行委員会事務局
℡(0823)31-7540

19 日 9:00～ 第55回吉浦町民体育祭 吉浦運動場
地域の結束を高めるため，自治会対抗の競技や遊
技を行います。

吉浦体育協会事務局
℡(0823)31-7540

警固屋 3 金祝 9:00～14:00
吉川英治文学碑記念祭
（警固屋ツツジ祭）

音戸の瀬戸公園

スタンプラリー，写生大会（小学生以下対象・参
加賞あり）を開催し、一銭洋食などを販売しま
す。
※災害のため高烏台へは通行不可

警固屋まちづくり協議会
事務局：警固屋市民センター
℡：(0823)28-0406

広 12 日
11:00～
15:30

第46回広子ども祭
広公園
白岳小学校

交通安全おみこしパレード，夢ふうせん，遊び広
場，消防コーナー，リサイクル・エコロジー学習
コーナー，広島県警察音楽隊ドリル演奏

広子ども祭実行委員会
（広市民センター内）
℡(0823)73-7191

問　　合　　先
開 催 日

イベント名 場　　　所

第６

地区名 内 容

吉浦

市民部地域協働課
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イベント名 場　　　所地区名 内 容

13 月 9:30～ 交通安全街頭キャンペーン 大歳パーキング
　交通安全推進委員等が，広警察署と協力し，ド
ライバーに安全運転を呼びかけます。

仁方地区交通安全推進協議会
事務局℡(0823)79-1111

18 土 9:00～
第１２７回歩こう会

（中筋コース）
仁方市民センター
～仁方町内

　ストレッチやウォーキングで健康づくりを行
い，親睦を深めます。

仁方健康友の会
佐藤℡(0823)79-5260

31 金 8:45～ ゲートボール交流会 仁方運動広場
　仁方老連所属の老人クラブが対抗戦で，ゲート
ボールを行い交流を図ります。

仁方地区老人クラブ連合会
事務局℡(0823)79-1111

宮原 19 日 8:30～ 宮原地区町民運動会 宮原中学校グラウンド
宮原地区の各町が紅白に分かれて，リレーや綱引
きなどで競います。

宮原体育協会事務局
宮原まちづくりセンター
℡(0823)22-1016

18 土
9:00～
15:00

19 日 10:00～

21 火 9:15～ 月例ウォーキング 集合：郷原市民センター
9:15  集合
9:20  体操
9:30  出発(郷原町６区をウォーキング)

郷原地区健康づくりのための運動
普及推進協議会
事務局（郷原支所）
℡(0823)77-1177

23 木
10:00～
13:00

ふれあい・いきいき
サロン

郷原まちづくりセンター

毎月１回開催。
参加対象者：70歳以上の方
内容：サロンの歌，お誕生会，今月の歌，健康体
操，各種教室の開催，イベント等

郷原地区社会福祉協議会
事務局（郷原支所）
℡(0823)77-1177

下蒲刈 5 日祝
10:00～
11:30

下蒲刈子ども祭り 大津泊庭園

　こどもの日に，バルーンアートや太鼓などのイ
ベントを行うほか，綿菓子などの無料配布が行わ
れます。
　５月中旬まで鯉のぼりを飾り，庭園を賑やかに
しています。

グランドゴルフ喜楽会
下蒲刈市民センター
℡(0823)65-2311

昭和市民センター
昭和地区まちづくり協議会
℡(0823)34-1200

昭和地区文化団体連合会に所属する団体が，書
道，華道などの作品展示や，民踊，バレエ，フラ
ダンスなどの舞台発表を行います。

昭和
昭和地区文化団体連合会

春の文化祭

仁方

郷原

市民部地域協働課
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11 土
12:00～
12:45

「音楽の玉手箱」
ロビーコンサート

川尻まちづくりセンター
3F　ロビー

海の見えるロビーでトランペットの爽やかな音色
をを聞きませんか
演奏者：トランペットアンサンブル「松娘」
演奏予定曲：エスパーニャ・カーニ、
　　　　　　川の流れのように　他
入場：無料

川尻まちづくりセンター
℡(0823)87-3311

5/11
～
7/7

土
～
日

会期中の
土・日・祝日
9:00～18:00

開館

野呂山芸術村
「大路 誠展」

野呂山レストハウス

野呂山芸術村元交流員である大路 誠氏の個展、寄
贈作品、新作を展示。写実絵画の世界を楽しんで
ください。
入館：無料

川尻まちづくりセンター
℡(0823)87-3311

18 土
12:30～
14:30

野呂山芸術村
「大路 誠展」会期中の

ワークショップ
野呂山レストハウス

「クレヨンを使って果物を描く」
大路誠先生からクレヨンでの描き方のコツを教え
てもらいます。

定員：20人
対象：小学生以上
参加費：300円（当日徴収）
申込：4/20(土)～（電話申込 可）
　　　＊持参物は受付時に連絡
申込先：川尻まちづくりセンター窓口

川尻まちづくりセンター
℡(0823)87-3311

11 土 10:00～ 音戸ふれあい朝市
音戸の瀬戸ふれあい広場
（旧音戸支所跡地）

・各種団体による野菜，タコ天，うどん，炊き込
みご飯等の販売（商品がなくなりしだい終了）
・カープ観戦ペアチケットなどが当たる空くじな
しのお楽しみ抽選会の実施

音戸町まちづくり協議会
事務局　℡(0823)52-1111

18 土 10:00～ 野菜市
音戸の瀬戸ふれあい広場
（旧音戸支所跡地）

・地元産採れたて新鮮野菜の販売（商品がなくな
りしだい終了）

音戸町まちづくり協議会
事務局　℡(0823)52-1111

26 日 8：00～ 桂浜清掃 桂浜 桂浜の松林及び海浜清掃
倉橋の海とくらしを守る会
℡(0823)53-1111

26 日 8：00～ くらはしお宝朝市 桂浜温泉館 新鮮な野菜，果物，魚介類等を販売します
宝島くらはしまちづくり協議会
℡(0823)53-1111

蒲刈 19 日 9:00～ 蒲刈合同運動会 蒲刈小中学校グラウンド
蒲刈保育所，小学校，中学校，地域の皆さんが参
加し運動会が開催されます。

蒲刈小学校
℡(0823)66-0019

倉橋

川尻

音戸

市民部地域協働課
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イベント名 場　　　所地区名 内 容

安浦 18 土
14:00開演

（13:30開場）
第６９回　きらめき音楽館

安浦まちづくりセンター
（きらめきホール）

　毎月１回安浦まちづくりセンターのきらめき
ホールで開催するコンサート。
　今月は，「～松井　芳子　ピアノリサイタル～
」
プログラム
第１部　14:00～
　W.A.モーツァルト
　幻想曲　 ハ短調K.475
　ピアノソナタ　ハ短調K.457
第２部　14:50～
　F.ショパン
　ノクターン　 変二長調　op27の２
　幻想ポロネーズ　変イ長調　op61

東京芸術大学音楽部ピアノ専攻卒業。
多数のリサイタルを開催し、国内外の演奏家達と
の共演で好評を博したピアニストの音色を是非お
聞きください。
（入場無料）

安浦まちづくりセンター　℡
(0823)84-3636

25 土
9:00～

売切次第終了
豊浜水産祭り 呉豊島漁業協同組合

「豊島タチウオ」・「オニおこぜ」などの地元活
魚の販売，産品の販売，景品抽選会など

呉豊島漁業協同組合
℡(0823)68-2183

26 日
10:00～
17:00

とよフェス２０１９
豊浜町豊島
親水公園

豊島ゆかりの出演者とお店が集まって開催する島
ライブです。

とよフェス実行委員会
℡090-1352-5094
（代表:北谷)

下蒲刈
蒲刈
豊浜
豊

11 土

受付
8:00

開会式
8:45

スタート
9:00

第８回
瀬戸内安芸灘とびしま海道

ウオーキング大会
下蒲刈～今治関前岡村

とびしま海道を巡るウオーキング大会
下蒲刈大津泊庭園をスタート
３０キロコース　今治市関前岡村ゴール
１０キロコース　蒲刈県民の浜ゴール

安芸灘とびしま海道連携推進協議
会ウオーキング大会事務局
（豊市民センター）
℡(0823)66-2131
FAX(0823)66-3900
申込期限
2019年4月12日(金)

18 土
開会式
8:00

豊幼・豊小・豊浜中
合同運動会

豊小学校グランド
豊幼稚園・豊小学校・豊浜中学校の幼児，児童，
生徒による合同運動会

豊小学校
℡(0823)66-2353
豊浜中学校
℡(0823)68-2009
豊幼稚園
℡(0823)66-3503

19 日
開会式
8:00

豊町体育協会
ソフトボール大会

豊小学校グランド
町内各地区でチームを編成してのトーナメント試
合

豊町体育協会事務局
℡(0823)66-2111

豊

豊浜

市民部地域協働課


