
 ７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

第５ 19 金 14:00～
荘山田小学校区

合同防災・防火訓練
荘山田小学校

荘山田小学校区を中心とした，呉市中央・第５地
区まちづくり委員会が合同で行う，大規模な防
災・防火訓練です。避難誘導，救急搬送，ＡＥＤ
使用法，煙中体験，炊き出しなど体験を通して，
参加者の防災意識を高めます。

第５地区まちづくり委員会
℡(0823)22-4455

6 土
9:30～
11:00

第22回健康づくり教室
片山中学校　新図書室
（片山コミュニティー室）

体重・身長・骨密度・体内脂肪・血圧の各測定と
健康指導（相談）です。たくさんの方のご参加を
お待ちしています。参加費は無料です。

第６地区社会福祉協議会
第６地区運動普及推進協議会
℡050-3472-2237
（片山コミュニティ）

27 土
8:00～
　9:00

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）

三条 27 土
17:30～
20:30

第７回ふれあい広場三条夏祭り
ふれあい広場三条前
（三城通り）

ふれあい広場を運営するメンバーと三条地区まち
づくり委員会が中心になり，綿菓子やかき氷など
の販売を行います。
また，盆おどり，ドジョウすくいやバンドの生演
奏もあります。今年で７回目となるイベントで
す。みなさん，是非，参加してください。

三条地区まちづくり委員会
（事務局：地域協働課）
℡(0823)25-3223

吉浦 27 土 9:00～12:00 夏休み吉浦地区子ども写生大会 呉ポートピアパーク
年中～小学生の園児や児童を対象に夏休み写生大
会を実施する。入賞者には賞状と賞品を贈る。

吉浦まちづくりセンター℡
（0823）31-7540

警固屋 7 日
9：00～10：

00
警固屋地区

公園等地域清掃事業
長郷浜

警固屋地区の清掃管理の行き届いていない公共の
場所において，地域住民と警固屋学園の生徒たち
が共同して清掃活動を行う。

警固屋まちづくり協議会
℡（0823）28-0406

7 日 9:30～11:30 阿賀町民健康づくり大会
阿賀まちづくりセンター３F

ホール
「認知症予防」をテーマとした講演などを実施し
ます。

阿賀運推協会長　梶島
℡(0823)71-0972
阿賀市民センター
℡(0823)73-5252

17 水 20:00～ とんてことん(お漕ぎ船)祭
阿賀延崎・大谷川河口(住吉神

社)

宮島管絃祭で御座船を曳く阿賀の「お漕ぎ船」二
槽が宮島へ出港する祭りです。満月の夜，多彩な
灯りで飾られたお漕ぎ船が川を行き来します。

阿賀漁協
阿賀市民センター
℡(0823)73-5252

問　　合　　先

阿賀

地区名
開催日

イベント名 場　　　所 内　　　容

第６

市民部地域協働課
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日 曜日 時間
問　　合　　先地区名

開催日
イベント名 場　　　所 内　　　容

7 日
 8:00～

地区対抗ソフトボール大会 ・
ソフトバレーボール大会 仁方中学校

　スポーツの振興と住民相互の親睦を深めるた
め，自治会対抗の競技を行います。

仁方体育協会事務局
 ℡(0823)79-6914

20 土
 9:00～

第１２８回 歩こう会
（大歳コース）

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，親睦を深める。

仁方健康の友の会
佐藤℡(0823)79-5260

27  土  17:00～  第７回仁方夏まつり
 仁方中学校

　盆踊りやダンス，音楽などを通して地域住民間
の交流を図る。

仁方夏まつり実行委員会事務局
℡(0823)79-1111

昭和 28 日
17:00

～20:00
きよみん夏まつり

～じゃんじゃん集まれ！～
昭和市民センター

盆踊りやステージイベント，親子で参加出来る絵
本会，楽しいゲームや美味しいものがいっぱいの
屋台など市民参加型のイベントです。

昭和まちづくりセンター
℡３４－１２００

6 土
9:00～
11:00

体力測定
郷原まちづくり

センター

筋力・敏捷性・血圧測定，骨の検査などを行いま
す。
参加対象者：20歳以上の方
事前申込は不要。運動のできる服装で参加して下
さい。

郷原町地区健康づくりのための
運動普及推進協議会・郷原地区
自治会連合会事務局（郷原支
所）
℡(0823)77-1177

16 火 8:30～ 月例ウォーキング
集合：郷原市民
　　　センター

8:30集合
8:35体操
8:45出発（郷原町８区をウォーキング）

郷原町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

25 木
10:00～
14:00

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（郷原
支所）
℡(0823)77-1177

下蒲刈 14 日
10:30～
13:00

梶ヶ浜ビーチフェスタ２０１９ 梶ヶ浜海水浴場

梶ヶ浜海水浴場の海開きです。
グランドでは風船飛ばしやふるさと産品等の販売
などが、ビーチでは稚魚の放流などが行われま
す。

梶ヶ浜ビーチフェスタ実行委員
会
事務局　℡(0823)65-2311

郷原

仁方

市民部地域協働課
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問　　合　　先地区名

開催日
イベント名 場　　　所 内　　　容

7/13
～
9/1

土
～
日

9:00
～

18:00

野呂山芸術村
「臧 新明とグループ展」

野呂山レストハウス

野呂山芸術村元交流員 臧 新明（ぞう しんめい）の水墨画作
品約10点と彼に師事する生徒のみなさんの作品を展示します
休館日：7/16(火)～7/19（金）
入館：無　料

川尻まちづくりセンター
0823-87-3311

8月
17日

土
12:30
～

14:30

野呂山芸術村
「臧 新明とグループ展」
会期中のワークショップ

野呂山レストハウス

「水墨画を描きましょう」
内容：臧 新明先生と一緒に色紙に描きます
対象：小学生以上　定員：20名(先着)
参加費：200円（当日徴収）
申込み：7/22(月)～(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

6 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，魚，うどん，炊き込みご飯等の
販売（商品がなくなり次第終了）
・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　℡ ５２－１１１１

20 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（商品がなくなり次
第終了）

音戸町まちづくり協議会
事務局　℡ ５２－１１１１

27 土 17:30
トワイライト

ふれあいフェスタ
音戸市民センター

･ウッドデッキテラスから音戸の瀬戸を一望しなが
らビアガーデン風の雰囲気を楽しめる
･焼鳥，唐揚，イカ焼き等の模擬店多数あり
･ステージでは，歌やダンスを披露

音戸町まちづくり協議会
事務局　℡ ５２－１１１１

9 火 9：00～ 桂浜清掃 桂浜
倉橋学園の小中学生と合同で，桂浜の松林及び海
浜清掃を行います。

倉橋の海とくらしを守る会
℡５３－１１１１

13 土 16：00～
第１２回

くらはし遣唐使船まつり
桂浜

再現遣唐使行列や各種屋台，ステージイベントの
ほか，３，６００発の花火大会を行います。

くらはし遣唐使船保存会
℡５３－１１１１

14 日 7：30～
第２０回

アクアスロンくらはし大会
倉橋町内　　　　　　　（発

着は桂浜）
トライアスロンの入門競技でもある，スイムとラ
ンの複合競技大会が開催されます。

アクアスロンくらはし実行委員
会
℡５０－１００３

28 日 8：00～ くらはし　お宝朝市 桂浜温泉館
地元産にこだわった新鮮な野菜や果物，魚介類等
を販売します。

宝島くらはしまちづくり協議会
℡５３－１１１１

音戸

倉橋

川尻
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問　　合　　先地区名

開催日
イベント名 場　　　所 内　　　容

蒲刈 14 日 9：15～ 県民の浜海開き 県民の浜ビーチの広場 式典，アトラクション，グランドゴルフ大会
県民の浜
℡（0823）66－1177

安浦 13 土
　11:00～

12:00
第71回きらめき音楽館

～こころに響くアンサンブルの音色～

安浦まちづくりセンターきらめきホー
ル
(安浦中央4丁目3-2）

毎月1回開催のきらめき音楽館。今回はフルート宮原律、コン
トラバス平井剛治、ピアノ勝田暁子を迎え、『組曲Op.34』を
はじめtThere』『Eternal　Ｌight』等お届けします！

安浦まちづくりセンター
（0823）84-3636

7 日 7:00～ 海岸アダプト清掃
豊町管内の

かもの海岸・白潟海岸・野坂
海岸

海岸への漂着ゴミ等の清掃作業
豊町公衆衛生推進協議会
事務局：0823-66-2131

14 日 8:00～ 豊町ソフトバレーボール大会 豊小学校体育館 豊町親善のソフトバレーボール大会
豊町体育協会
事務局：0823-66-2111

豊

市民部地域協働課


